
 

 

 

 

 

 

国際会長主題       Mission with Faith 信念のあるミッション 

アジア会長主題     Through Love, Serve 愛をもって奉仕をしよう 

東日本区理事主題   原点に立って､未来へステップ 

あずさ部長主題    ワイズメンとして一歩前進 

甲府２１会長      小さなことを忠実に行おう 
 

   

    

 

 

 

 

 
 

2015年 10月例会 
 

日  時 2015年 10月 6日（火）19:00 ～ 

会   場  ＹＭＣＡセンター    

司  会 輿水 順雄メン 

 

開会点鐘           駒田勝彦会長 

ワイズソング 

ワイズの信条 

会員一言           山県譲治メン 

会長挨拶           駒田勝彦会長 

ゲスト・ビジター紹介     駒田勝彦会長 

来賓ご挨拶           

 ハッピーバースディ 

ゲスト卓話「アジアの今とモンゴル新クラブ」 

武蔵野多摩クラブ  宮内 友弥メン                

諸報告 

ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘           駒田勝彦会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイズメンズクラブ モットー 

『 強い義務感をもとう 

        義務はすべての権利に伴う 』 

『 To  acknowledge  the duty 

That  accompanies  every right 』 

10月の誕生者 

（メン） 

佐藤 重良（１２） 

（メネット） 

松村 仁子（５）  野々垣 悦子（５） 

 

 
 

9月のデータ（在籍数１８名） 
９月例会出席者数            １８名 
  露木総主事、 ゲスト 1名     計２０名 
９月第二例会出席者数           １０名 
出席率 18/18           １００．００％ 
ニコニコ募金             ９００円 
ニコニコ募金累計         ２，２００円 
 

★今月の聖句★ 

 

わたしたちの中には、だれ一人自分のために生きる人はなく、 

だれ一人自分のために死ぬ人もいません。 

わたしたちは､生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。  

従って､生きるにしても､死ぬにしても、わたしたちは主のものです。 

 

ローマの信徒への手紙 14 章 7 節～8 節 山県譲治 選 

     

 

 

 

 

                          

２０１５ 

１０月号 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○   

○１０月１６日（金）第２回バザー実行委員会        ＹＭＣＡセンター          18時 30分～ 

○１０月１８日（日）あずさ部会            県防災会館            13時～      

○１０月２１日（水）第２例会              ＹＭＣＡセンター～若奴       18時 30分～  

○１1月３日（火）第 55回山梨 YMCAバザー2015      ＹＭＣＡセンター        10時～               

 



 

 

 

 

                  駒田勝彦会長  

 

＜ハナイカリ (花碇) ＞ 

    船の錨（碇）の形をし、１～２ｃｍと小さな花。色も薄黄

緑と遠目には周りの草木に隠れ目立たない、花に目を

近づけると、可憐な愛らしい形です。 

控えめにしかし個性派・・・ありたい 

 

今年はシルバーウイークで５連休でした。 天気は良く絶好の行楽日々でした。各地の人出は盛会のようです。

私も少しばかり足を伸ばし出かけましたが、山に入るには駐車場が満杯、遠くに置くしかありませんでした。結

構家族ずれが多く幼稚園生ぐらいから登って来ていました。高原も車車です、車のナンバーを見ますと遠方から

も札幌とか広島等良く来られたと思います。人々の移動も道路や車の性能の向上で移動範囲が広くなってきてい

ます。植物や果物も地域のイメージが変わってきていると NHKでやっていました。前には作ることができなかっ

た果物が寒冷地、高地でも作付けされ収穫されるようになってきたようです。 山梨の特産品、桃やぶどうも気

候によって変化がなされてくるように思います。今沢山のぶどうの種類が美味しそうに並んでいます、山梨は果

物が豊富です、今に南方系の物も出てくるかもしれません。果物、植物も移動し､移植も変わりつつあるようです。 

甲府２１クラブ２５周年記念特別例会１１月１３日～１４日初めての移動例会です。皆さんメネットともにご

出席ください。 

連休最後の２３日は秋分の日でしたこれからは日に日に夜が長くなります。昔読んだものをもう一度読んでみ

ようかな！ 自分も少しずつ別の世界へ移りゆくものとして・・・ 
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寺田喜長書記 

日   時  9月 1日（火）  19：00～ 

場   所  YMCAセンター 

出 席 者  相川、稲垣、鎌田、駒田、功刀、輿水、

佐藤、清藤、茅野、寺田、奈良田、 

古屋、野々垣、廣瀬、薬袋、松村（豪）、

松村（禎）、山縣      18名 

露木主事、ゲスト荻野氏 合計 20名 

司  会＝功刀メン、一 言＝薬袋メン、  

会員卓話＝廣瀬メン 

所要で遅れる１名を除きほぼ全員が時間前に集合し

定刻に開会しました。総勢 20 名が出席しますといつ

もと違う例会の様に感じます。先月に続き荻野さんが

ゲストで参加、入会の意思を述べられた。 

廣瀬メンの会員卓話は「1．家系、2．海との接点、

ヨットレース」についての卓話でした。 

配布された昭和 15 年頃の甲府の旧町名入りの地図と

街並みの写真入りの資料に皆でなつかしい町名を偲び、

中心街の写真の中に写っている温泉旅館が廣瀬メンの

生家との紹介が有り当時の有名作家が滞在したそうで

す。現存している中心街のホテルには今も温泉が使用

されているとの事です。海との接点では山国育ちが海

  2015-2016年度  １０月 

 会  長  挨  拶  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

９ 月 例 会 報 告  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



に魅せられ死に直面する様な体験をされながらも国際

的なヨットマンとして活躍され、今は後進の指導に尽

力しており、ご自身もまだ現役を続けたいとのお話で

した。ヨットレースのほんのさわりだけの説明でした

がどの競技も共通ですが身体能力、頭脳を兼ね備えな

くては戦えない奥が深い話でした。 

連絡主事として露木主事には毎月出席頂き YMCA

の情報を提供頂くことになり、来年山梨 YMCA70 周

年記念事業を計画しておりワイズメンの協力要請が有

りました。 

当クラブの 25 周年親睦旅行の候補地が多数決によ

り海方面と決まり、3 役に目的地を任せることとなり

ました。ジャガイモ販売は中止となりましたが、十勝

クラブより新しい詰め合わせセツトの紹介が来ている

ので希望者は購入してみることにしました。故中島メ

ンの追悼会は担当者を決めてご遺族の意向を確認しな

がら進めていくことになりました。 

 

 

 

 

 

茅野 崢メン 

 

私の韮崎中学と

韮崎高校時代から

の友に、大村智（さ

とし）氏という方

がおります。ご存

知の方も居られる

とおもいますが、

今日は彼の伝記と

いうようなことに

触れてみたいと思

います。 

彼は、アフリカ、

ガーナ共和国のあ

る地域でひと昔前

まで蔓延して原住 

★★YAHOO ! JAPAN グローバルヘルスより★★ 

民達を恐ろしがらせた病気であるオンコセルカ症（こ

の病気は“ぶよ”の吸血により病の原因になる線虫が

体内に入り、感染者を盲目にする）の治療のために「イ

ベルメクチン」という薬を地中のバクテリヤから発見

した。この薬は風土病に加えてアフリカにおけるリン

パ系フィラリア症にも劇的に効くことも分かった。二

つの熱帯病を撲滅寸前のところまで追いやり、アフリ

カに於ける野口英世の再来のように、2 億 5 千万人を

病気から救いました。 

彼の家は、養蚕と農業を営み小さい頃から土に親し

んでいた。地中に有るバクテリヤ（「イベルメクチン」

の放線菌の発見は川奈のゴルフ場で見つけた微生物で

す）が産出する化学物質の研究をした。 

高校を卒業して山梨大学に教師を目指して進学し、

卒業後夜間高校の教師から研究者に変更して、東京理

科大学の大学院に進学、卒業後、山梨大学の助手とし

て研究生活を始め、その後北里研究所の研究員になり、

研究の実績をあげ、助教授となりました。 

1971年彼はアメリカ・コネチカット・ミドルタウン

市のウェスレーヤン大学に留学し客員教授となった。

（この大学はメソジスト信徒が中心になって建学され

た学校）この学校の研究のなかで後日先ほど記述した

「イベルメクチン」の製薬会社であるメルク社関係の

教授との出会いは彼の将来の幸運を得ました。 

帰国後北里研究所抗生物質室長と薬学部助教授に就

任し、畜産動物疫病の駆除薬研究に入る。 

彼の業績についてはご承知の方も多いと思いますが、

北里研究所の所長になり、埼玉県北本町に二つ目の「北

里研究所メディカルセンター病院（現・北里大学メデ

ィカルセンター）」を建設した。（この病院には、廊下

に美術館を思わせる様な絵画や彫刻、これは彼が個人

のお金で購入した品々が並べられてあり、音楽会を開

けるようなコンサートホ―ルもあり、患者のメンタル

を考慮した病院です。 

山梨県における彼の貢献は「社団法人山梨科学アカ

デミー」を 1995年に設立、自分の生まれた土地に「大

村美術館」を建設し韮崎市に寄付した。 

現在、彼は学士院のメンバーであり、女子美術大学

会 員 ペ ン リ レ ー 

次期ノーベル賞有力候補 大村 智
さとし

氏 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



の理事長で多忙な日を送っているが、年三回くらい

我々仲間の会「同時会」（彼が名付けた）に出席してく

れる。 

彼は、多くの学術賞を受けているが、それは、日本

学士院賞、アメリア微生物学会の化学療養部門の最高

賞と言われる「ヘキスト・ルセル賞」を 1985 年「日

本薬学会賞」2014年には日本人初めてカナダの「ガー

ドナーグローバル賞」受賞、これを受賞した人のほと

んどはノーベル賞を受賞しているとのこと、これに期

待が掛けられております。 

（この文章は大村智氏から聞いた事や色々な文章を

参考にさせて頂きました） 

 

 

 

             

寺田喜長書記 

 

日 時  2015年 9月 15日（火）  18：30～ 

場 所  YMCAセンター 

出席者  相川、稲垣、鎌田、功刀、駒田、茅野、 

寺田、古屋、広瀬、松村（豪） 10名 

議題 

１、10月例会について 

  司会＝輿水、一言＝山縣、ペンリレー＝茅野 

  ゲスト卓話＝宮内友弥Y,s (武蔵野多摩クラブ)  

２、25周年記念親睦旅行例会について 

  日 時  11月 13日(金）～14日（土） 

  旅行先  伊豆方面    

宿 泊  東伊豆・稲取温泉「いなとり荘」 

  会 費  30,000円／人 

  参加者  メン、メネット、OB 

詳細は 3役に一任  

予定が決まりましたら連絡します 

出欠席は 10月第二例会にて確認。 

３、故中島メン追悼について 

  準備役員を選出  功刀、松村（豪）、寺田     

中島家の意向を尊重しながら進める 

４、草津クラブDBCについて 

  2016年 4月に交流を草津にて行う。 

交渉は DBC,IBC 委員の鎌田メンが詳細を確認する。 

５、あずさ部会について    

 日 時 10月 18日（日）12：30受付 13時開始 

 場 所  県防災会館     

担 当  甲府クラブ                          

10月例会にて出欠確認、会費 5,000円 

甲府クラブがホストです。参加して盛り上げましょう。 

６、その他 

・富士五湖クラブ富士山例会について     

参加者  茅野メン、松村（豪）メン 

（いずれも日帰り参加） 

・10月ブリテン原稿締め切り   9月 28日 

・10月第二例会日   10月 21日（水）18：30 ～    

水曜日です。間違わないでね ！！！ 

・バザーについて  ジャガバタに変わる販売グッズ

について・・・提案を下さい。 

・十勝 Y‘S からの新しいポテトセットが 10 月 6 日

に入荷します。申し込のメンは引き取り願います。 価

格不明 ？ 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 総主事  露木 淳司 

 

バザーの献品をお願いします。 

11 月 3 日は山梨県最古とも言われる伝統の YMCA

バザーです。今回で 55 回目を数えます。毎年、ワイ

ズメンの皆様には中心的な役割を担っていただき心よ

り感謝申し上げます。  

FOR ALLの精神をモットーとするYMCAならで

はのこのイベント、今年もそれぞれのプログラム会員

の皆様やボーイスカウト、ぶどうの木、そして地域の

人々が一体となって YMCA 会館に賑わいをもたらし

てくれることでしょう。   

昨年は久々に売り上げが前年を上回りました。今年

も引き続き右肩上がりとしていきたいところです。特

に大きな影響力を持つびっくり市には皆様からの献品

が不可欠です。ご協力を切にお願い申し上げます。大

きな物、書籍など重い物、数が多い場合などはご家庭

まで伺います。また、新しく売り場を設けることも可

能です。食堂で音楽や展示物の披露も承りますのでお

気軽にご相談ください。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

９ 月 第 ２ 例 会 報 告 

   

 

 

 

 

 

 

 


