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日時：2015 年９月８日(火) 18:45～ 

会場：ホテル談露館   

担当：地域奉仕委員会  司会：内藤宥一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   ９月 Happy Birthday  

 

メ ン  山崎善当(1 日)    仙洞田安宏(15日) 

鈴木健司(18 日) 

メネット 遠藤充子(4 日)     渡辺隆子(隆)(5日) 

  北条順子(12日) 

  （アニバーサリーは該当者なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆  

  地域の真のリーダーになろう              

会長 秋山仁博 

 会長職が肩にずっしり重かった、浅学菲才の私も、ス

タートから無事に何とか２ヶ月が経過しました。これも

スタッフ及び会員諸兄のご協力の賜物だと、深く感謝し

ております。今後ともよろしくお願いします。 

 やっと落ち着いた今日この頃、自分に問いかけ、色々

と思う中で、最近とみに、リーダーとは何だろうか？ ど

んな資質が必要なのか？ と考える事があります。今回は

そんな話をしてみたいと思います。 

 優秀なリーダーとは、皆の先頭に立って指導的立場に

ある人、人一倍の知識と、卓越した技術と、将来を正し

く洞察する先見性を持った賢人のイメージが有りますが、

最近もう一つのモデルもあるのではないかと思う様にな

りました。それは、前述の能力が備わっていなくても立

派なリーダーが存在するという事です。過去の歴史を顧

みても豪傑、英雄ばかりがリーダーではなく、あきらめ

ない努力と、誰とでも分け隔たり無く接する素直な心を

持った人が、リーダーとして尊敬されているからです。

頭が良いのでも、力が強いのでも、弁舌豊かでもない人

なのに、皆より良きリーダーと呼ばれるのは、きっとそ

の人の生き方、人生に共感を覚えるからだと思います。 

 言い換えれば、その人から何かをしてもらいたいので

はなく、こちらからその人の為に、何かをしてやりたい

と思う気持ちが、自然発生的に生まれて、その気持ちが

一人また一人と周囲に広がって行って、いつしか、その

人を中心に大きな輪となって前へ進んで行く姿に、見ら

れると思います。正にボランティアでよく言う「一滴の

雫が、岩をも動かす」の言葉ではないでしょうか。華々

しい活動だけでなく、地域に密着したリーダーとして、

強い意志と、より多くの人と共に理想を共有して、一人

一人がたゆまぬ努力を積重ねて行きましょう。  

 

会 員 数  ３７名   例会出席 ２２名   

メネット   ８名   マゴメット １名 

 メーキャップ ２名   出席率   ６５％ 

ニコニコボックス 17,230 円（累計 32,814 円） 

 

・開会点鐘          秋山仁博会長 

・ワイズソング、ワイズの信条 

・会長挨拶・ゲスト紹介    秋山仁博会長 

・今月のことば        石川 博会員 

・ワイズディナー 

・卓話 「モンゴルの新クラブとアジア地域の現状」 

東京武蔵野多摩クラブ 宮内友弥会長 

・諸報告 

・ハッピーバースデー 

・ＹＭＣＡの歌 

・閉会点鐘          秋山仁博会長 

プログラム 

国 際 会 長 主 題：信念のあるミッション   Wichian Boonmapajorn（タイ） 

アジア地域会長主題：愛をもって奉仕をしよう  Edward K.W.Ong（シンガポール） 

東 日 本 区 理 事 主 題：原点に立って、未来へステップ     渡辺 隆（甲府） 

あ ず さ 部 長 主 題：ワイズメンとして一歩前進       標 克明（甲府） 

甲府クラブ会長主題：夢をつなごう             秋山仁博    

８月のデータ 

■今月のことば■  

人は城 人は石垣 人は堀 情けは味方 仇は敵なり 

（甲陽軍鑑、伝武田信玄）      石川 博 会員選 

  甲 府 ク ラ ブ 

2015年 ９月 会報 
●今月の強調目標 

ユース 
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８ 月 例 会 報 告 
 甲府市の中心街近く、小島肉店の二階に、甲府クラブ

の精鋭並びにメネットと言う名の美女が集まった。今日、

８月１１日はパワーアップ例会と名付けられた、特別な

例会である。秋山新

会長が、卓に並べ

られた食材に埋も

れかかった鐘を鳴

らして例会開始。 

会長の挨拶の後、

諸報告が行われた。

小倉会員からアジ

ア大会の報告（別

稿あり）、内藤会員

から甲府駅北口ま

ちづくり委員会の

催しのＰＲ、大沢会員から４人組活動はＥＭＣの一環

であるとの説明。そして田中司郎会員から、チャリテ

ィランの盛り上がりを次につなげたい、マラソン大会

などいかがだろうかという壮大な計画が打ち上げら

れ、ひそかに関係諸団体とも協議を始めている旨の発

言があった。 

ピーターさんの今月のことばは、ペテロの手紙から。

ピーターって聖書のペテロのことです、という説明と

「Bless our hearts to hear in the breaking of 

bread,the song of the universe prayers across 

cultures」という含蓄あるスピーチがあった。 

いよいよ、焼肉スタート。もうもうと上がる煙のも

と、皆さん笑顔。写真は丹後会員とメネットの方々。 

 牛、豚、鳥、野菜、飲み物をたいらげ、次はじゃん

けん大会。十数個のメロン、そしてたった一つの煮貝

を巡って男女入り乱れて熱い戦いが繰り広げられた。

見事勝ち抜いたのは、金丸会員。 

 参加者一同、今後の活動への英気を養い、会長の閉

会点鐘を合図に解散した。  （石川博） 

 

 

 

◎８月２５日（火）１８時３０分～２０時３０分  

◎山梨ＹＭＣＡにて 

◎出席者 秋山、丹後、内藤、済本、荒川、仙洞田、標、小

倉、大澤、石川（博）、丸茂、石川(和）、武田 

【報告事項】 

①８月納涼会例会  本ブリテン 1ページ、２ページ参照 

②８月１日（土）富士山クリーン作戦  前号ブリテン参照 

③８月８日（土）フクロウキャンプ  本ブリテン３ページ参照 

④８月１９日（水）長野クラブ納涼例会・長野大会実行委員会

について  実行委員会では、大会内容・その他の検討をし

た。納涼例会は、本ブリテン４ページ参照 

【協議事項】 

①９月例会の件  プログラムの詳細を検討・承認（本ブリテ

ン 1ページ参照） 

②１０月例会、１１月例会については検討中。 

③１０月１８日（日）あずさ部会の件  甲府クラブが担当、９

月１日１８時３０分より第１回実行委員会を開き、登録料、講

師などを決定し、９月上旬には各クラブへチラシを配布する。 

④１１月２２日（日）、伊東クラブ４０周年記念例会参加の件 

先日の６５周年記念大会に伊東クラブから参加者があったの

で、大勢出席したい、交通手段は人数と相談する。 

⑤９月２６日（土）２７日(日）、富士五湖クラブ例会（富士山に

て開催）の件  大勢参加しましょう。 

⑥フォローアップグループ表の活用の件  欠席者のブリテ

ンなどをグループ内で必ずフォローする。 

※ 次回役員会は、連休を避けて、９月２４日(木）１８時３０分

からＹＭＣＡで開く。               （武田） 

 

 

 

 

 

丹後会員 暑い日が続いていますが、がんばりましょう。 

渋江会員 より多くを経験することがその人の人格を創

る。そんなことを最近、強く感じています。 

小倉会員 京都アジア大会で、台南ワイズとＩＢＣ交流、

和歌山ワイズとＤＢＣ交流ができました。楽しい納涼例

会ありがとうございます。 

田中司郎会員 納涼例会に感謝。幹事さんご苦労さん。 

大沢会員 四人組体制がスタートしました。例会ごとに

他の三名に声をかけてください。 

 

 

  

  ８ 月 役 員 会 報 告   

ニコニコメッセージ 
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アジア地域大会 
（京都）に参 加 して 

７月３１日（金）から８月２日（日）にわたりウエスティン都ホ

テル京都を会場にして、「第 26 回アジア地域大会」が開催さ

れました。参加者は 16ヶ国のメンバー914名とユース 48名で、

甲府クラブからは渡辺隆（区理事）メン、仙洞田安宏（区書記）

メンと小倉＆メネットの４名が参加しました。 

 京都も連日猛暑日でしたが、大会テーマ“Start Future 

Now ! ~未来をはじめよう、今すぐに~” のもとに周到に準備さ

れた多くのプログラムとスッタフの皆様の「お・も・て・な・し」で、

あっという間の３日間でした。紙面の都合で全体の内容や雰

囲気は大会期間中に会場で毎日発行された大会ブリテンや

区理事通信等にお譲りして、甲府クラブ関連の報告を簡記さ

せて頂きます。 

１．アジア地域を構成する東日本区の代表として渡辺隆メン

が多くの場面で堂々と活躍されており、それを仙洞田安宏メ

ンが支えている姿が印象的でした。 

２．分科会では「ＹＭＣＡとの協働」に出席しました。互いに相

手を理解する事が肝要ですが、質問タイムで①近年はＰＣや

スマホ携帯が広がり、ロータリークラブやワイズの様な団体に

入らなくても、ネットを通して誰でも気軽にボランティア活動

が出来る社会になってきている。②ＹＭＣＡ自体がビジネスと

して成長すると、クラブとの協働意識が希薄になる。等の話

が印象的でした。 

３．富士五湖クラブの望月勉直前あずさ部長への「エルマー

クロウ賞」の授与が発表されました。 

４．毎夜開催された晩餐会（１日目は京都五花街の舞妓さん

芸子さん 30名による踊りから始まった華やかな直前アジア会

長ナイト。２日目は生バンド演奏からユースや区毎のパフォ

ーマンス、皆でダンスを楽しんだアジア会長ナイト）では、和

歌山クラブの神谷メン、三木メン、東ご夫妻とＤＢＣ交流を深

めたり、台南クラブの鄭会長ともＩＢＣ交流することができまし

た。台南クラブは会員が若返って現在１５名で毎月第２水曜

日に台南ＹＭＣＡで例会を行

い、2017 年には 50 周年記念

行事を行うそうです。2016年8

月の国際大会（台湾・台北）

でも交流しましょうと誘いを頂

きました。 

アフターでも、あずさ部や

モンゴル・ウランバートルのメ

ンバーと一緒に夜更けまで祇

園で交流したりして、楽しく充

実した３日間でした。感謝！ 

（小倉） 

ふくろうキャンプに参加 

この催しは、ＹＭＣＡへのサービス事業であり、障がい

児と健常児の総合キャンプです。会場は八ヶ岳の少年自

然の家（清里）です。今年は参加者を二回に分けて実施

しました。Ａ日程は８月８日（土）～１０日、Ｂ日程は８月２０

日（木）～２２日（土）でしたが、甲府クラブはＡ日程の初日

に、７名（秋山会長、標あずさ部長夫妻、マウントフォード、

済本、内藤各会員、中島メネット）でお手伝いしました。障

がい児、健常児総勢２０名ほどの参加です。 

 この日、甲府は酷暑でしたが、さすがに清里は涼しく、

私たちは、鶴田会員ご奉仕のスイカを持参し、予定のスイ

カ割りをお手伝いしました。手ぬぐいで目隠しをし、障が

い児が順番に真剣に取り組んでいました。土を叩いて残

念がる人、上手にたたいて喜ぶ人、また取り囲んだ人たち

の掛け声に反応できない人もいました。和気あいあいの

中で、全員挑戦して叩き割ったスイカをおいしくいただき

ました。その後、私たちも一緒にお風呂に入り、お手伝い

を終わって解散しました。   （内藤） 

 

 行 事 予 定  

 

 ９月２４日（木） ９月役員会 

 ９月２６日（土）〜２７日 富士山例会（富

士五湖クラブ、五合目佐藤小屋にて） 

 １０月１３日（火） １０月例会 

 １０月１８日（日） あずさ部部会（甲府クラ

ブ担当、山梨防災会館にて） 

 １１月３日（土） ＹＭＣＡバザー 

 

 

  
台南クラブの 

会長さんより 

いただきました。 
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甲府駅北口まちづくり委員会から 

 「ラ・ロの会」だより  
６月、７月はバラの最盛期で、良いにおいと共に、花

は真盛りとなりました。藤村記念館周辺のバラは、一段

と咲き誇り、見学者は建物やその展示と共に、イングリ

ッシュローズを堪能しています。こんなに相乗効果があ

るとは、想像以上です。 

ラ・ロの会の会員は早朝からの作業で大変ですが、奉

仕活動に磨きがかかり、頭の下がる思いでいっぱいです。

７月１１日（土）には、「きたぐち音楽会・ラブ＆ローズ

コンサート」第一回として、「よっちゃばれ広場」にて会

員関係者を主体に３３名の参加者に、奉仕の感謝を表し

た音楽会を開催しました。今後は毎年の開催を検討して

おります。     （内藤） 

 

バラ作りに奉仕するボランティアを募集しています 

バラを美しく咲かせる知識を学びながら、甲府駅北口周

辺のバラのお世話をします。専門家の先生の指導があり

ます。年に１回県外のバラ園などの研修旅行も行ってい

ます。ご希望の方は下記、または内藤まで。 

ＮＰＯ法人 甲府駅北口まちづくり委員会 

TEL 055-252-8797  担当 村松正美(ラ・ロの会会長) 

メール kitaguchimachizukuri@bz04.plala.or.jp 

 

リーダー不足に悩みながらも、今年も

何とか夏のプログラムを無事終了す

ることができました。８月下旬より通

常の毎日に戻っております。今年は終

戦７０周年ということで、報道や街の行事などにも平和

をテーマにしたものが目立ちました。山梨ＹＭＣＡは終

戦の次の年に誕生しました。ということは、来年私たち

も７０周年を迎えるということになります。この節目を

前にして今、山梨ＹＭＣＡにおいては、ぶどうの木の開

設、会館前の道路拡幅、甲府市の放課後児童クラブ事業

受託など追い風が吹いています。経営状況は徐々にでは

ありますが健全化に向かっているようです。時代と地域

のニーズを見据えて、将来のＹＭＣＡ運営のヴィジョン

を正しく示し、その基盤づくりを確かなものにしていき

たいと考えます。７０年の歴史を支え続けてくださった

ワイズメンの皆さん、地域にとって必要不可欠なＹＭＣ

Ａ運動をどのように進めていくべきか、７０周年を機に

未来に向かってどう舵取りをすべきか、引き続き知恵と

力をお貸しください。 （露木） 

長野クラブ納涼例会に参加して 

 ８月１９日(水)、長野クラブの納涼例会と、例会前に開かれ

た区大会の実行委員会に出席しました。会場は、いつものホ

テルではなく、造り酒屋の蔵を利用した情緒ある飲食施設で

した。甲府クラブからは、標あずさ部部長の公式訪問というこ

ともあり、秋山会長、遠藤さん、武田さんも同行されました。ま

た、富士山部からも、伊東クラブから４名、沼津クラブから３名

が参加され、賑やかな例会となりました。 

例会では小林美彦さんの入会式が、標部長(公式訪問)、

久保田富士山部部長(伊東クラブ)の立ち会いのもと、渡邉実

帆さん(沼津クラブ)の「アメイジング・グレイス」の歌唱のイント

ロで厳粛に行われました。その後は、出席者一人一人のスピ

ーチを肴に、美味しい料理を楽しみました。 

 ７年前から長野へ通いましたが、これまで一度も泊まったこ

とがありませんでした。今回は伊東クラブの皆さんと一緒に宿

泊し、翌朝、善光寺の「お朝事」を初めて体験することがで

きました。 （仙洞田） 

 

 

 

 

・８月５日(水) 東日本区メネット委員会(四谷・日本Ｙ

ＭＣＡ同盟) 渡辺 

・８月１９日(水) 長野東日本区大会実行委員会(長野

市) 仙洞田・武田 

・８月２４日(月) 東日本区地域奉仕委員会、区事務所

打合せ(四谷・日本ＹＭＣＡ同盟、東日本区事務所)  

仙洞田・二子石 

・８月２９日(土) 北海道部部会・札幌クラブ６０周年

記念祝会(札幌市) 渡辺・仙洞田 

    ＜以上、理事キャビネット＞ 

   ＜以下、標あずさ部部長＞ 

・８月１９日(水) 長野クラブ例会公式訪問 

  （上記記事参照） 

 

ＹＭＣＡ

たより 

東奔西走 


