
1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

日時：2016 年１月１２日(火) 18:30～  

会場：ホテル談露館   会費：3,000 円 

担当：役員会      司会：武田会員 

 ＜甲府２１クラブとの合同例会です＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆  

  目標を常に見つめる大事さ              

会長 秋山仁博 

ウサギと亀が、向こうの山の麓にあるゴールまで、ど

ちらが早いか競争した話は有名なイソップ童話で誰もが

知っている話です。うさぎが亀の歩くのがのろいのをバ

カにして、途中で油断して昼寝をしてしまい、目が覚め

ると亀が既にゴール直前まで到達しており、あわてて駆

け出したが間に合わずノロノロ歩きの亀に負けてしまう

と言う内容です。 

子供心に教えられた教訓は、油断大敵、小さな一歩で

も、努力を重ねることの大切さを知ることを学びました。

最近､私はこの話を思い出して、大人になったのか、もっ

と冷静に考えると、ウサギが見ている目標と、亀が見て

いる目標の違いが、この話の本質ではないかと思う様に

なりました。なぜなら、ウサギは、亀が現在どこを歩い

ているのかばかり気にして、目標のゴールを見る事をし

なかったのです。一方の亀は、ウサギが早く走ろうが、

昼寝をしようがかまわずに、ただひたすらゴールだけを

見て一歩一歩間違いなく前進していったからこそ、勝利

を勝ち取ったのだと思います。 

 きっと亀にあったのは、勝利での優越感ではなく、物

事を達成した満足感であったと思います。我々も、周り

に惑わされることなく、しっかりした目標に向けて、日々

努力を積み重ねて行きましょう。  

「夢をつなごう」を今年度の目標にして 7 月にスター

トしてから、あっという間に、半年が経とうとしていま

す。このテーマを決めるときは気が付きませんでしたが、

このテーマには最終目標とここでおしまいと言うことが

存在しない、言うなればエンドレスの目標です。＜P.2 へ＞

 

会員数 ３９名   例会出席 ２７名 

メネット ８名   マゴメット １名 

ゲスト  １名 ・眞野玄範様（司祭） 

出 席 率 ６９％ 

国際協力募金 14,306 円 

 

・開会点鐘       秋山仁博甲府クラブ会長 

・ワイズソング・ワイズの信条 

・会長挨拶・ゲスト紹介  秋山・駒田両会長 

・新入会員紹介 

・露木総主事より  

・区大会準備について   区キャビネット 

・今月のことば      布能壽英会員 

懇親会  

・乾杯          渡辺隆東日本区理事 

・卓話「申年の年頭に～～三猿・庚申・猿橋」 

          石川博会員（甲府クラブ） 

・諸報告 

・ハッピーバースデー・アニバーサリー 

・ＹＭＣＡの歌 

・閉会点鐘     駒田勝彦甲府２１クラブ会長 

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    

１２月のデータ 

主なる神は言われる、「見よ、私がききんをこの国に送る日が来る、それはパンのききんではない、水にかわくので

もない、主の、言葉を聞くことのききんである。」 

（口語訳旧約聖書 アモス書８章１１節）                    布能壽英会員選 

（マタイによる福音書 第２章１３節。１４節以下は省略）     日本聖公会長坂マリヤ教会 眞野玄範司祭選 

  甲 府 ク ラ ブ 

2016年 １月 会報 
●今月の強調目標 

ＩＢＣ／ＤＢＣ 

■今月のことば■ 
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＜１ページより＞昨年の７月に前年度の事業とワイズの

精神を引き継ぎ、本年の 7月は本年度の事業とワイズの

精神を、次年度に引き継ぐことになって、それは永遠の

繰り返し、継続される必要がある事だと思います。そん

な中で、継続するのにどうしても必要なものは、若き後

継者・次世代のクラブを支える新しい仲間ではないでし

ょうか。  

私は、会長として、後半の半年を一人でも多くの会員

増強と退会防止に、甲府ワイズ全員のご協力を得て、邁

進したいと思います。是非ご協力をお願い致します。 

 

１２月例会報告 
１２月８日（火）午後６時、眞野玄範司祭のもと、談

露館において例会第一部として、クリスマス礼拝が行わ

れた。「マタイによる福音書」の第２節１３節の聖句がブ

リテンに掲載されていたが、当日は、「旧約聖書 ゼカリ

ヤ書 第１４節４－９節」に変更された。 

「その日、主は御足をもって、エルサレムの東にあ

る、オリーブ山の上に立たれる。オリーブ山は東と

西に半分に裂け、非常に大きな谷ができる。山の半

分は北に退き、半分は南に退く。」（４節のみ） 

 

いつもの６時４５分よりやや遅れて、第二部の例会セ

レモニーが標会員の司会の元に始まる。会長挨拶では、

新入会員を迎えるに際し、皆さんも入会したときのこと

を思い出して、思いも新たにクラブ活動に励みましょう

とお話があり、今後の行事に参加するよう、日程が紹介

された。 

そして待望のお二人の入会式が、大澤ＥＭＣ委員長の

仕切りによって行われた。まず、神山玄太さん。スポン

サーの渡辺区理事から、若くして甲府市議会議員に当選

し、本年（2015年）の甲府市長選挙では惜しくも２位だ

ったが、再び市議会議員を務めていること、甲府生まれ

甲府育ちで、ご結婚はなさっているが、まだお子さんは

いらっしゃらないこと、などが紹介された。 

もうお一方は、山梨ＹＭＣＡ総主事の露木淳司さん。

スポンサーの秋山会長から紹介された。富士五湖クラブ

の会員だった時期もあるが、この度甲府クラブに再入会

していただくこと、ＹＭＣＡとの協力体制をいっそう強

めていきたいことなどのお話があった。 

照明が落とされ、蝋燭を手に厳かな雰囲気の中、会長

がふるえる声でワイズメンの趣旨などを朗読、お二人が

誓いを述べ、滞りなく入会の儀が執り行われた。 

神山会員からは、市議会議員の先輩である金丸会員も

いて安心して入会できること、どのような奉仕ができる

か手探りだが、自分も成長できる会だと思ったことなど

が述べられた。また、露木会員からは、これまでも例会

にはしばしば参加していたこともあり、改めて入会する

意味がピンと来ていないが、皆様と今まで以上に深く仲

間になれることが嬉しいこと、2010年にＹＭＣＡの総主

事となったときは借金等でつらかったが、何とか持ち直

しつつあること、道路拡張もプラスに転じてＹＭＣＡの

明るい将来を作っていきたいことなどが述べられた。 

なお、お二人の抱負などは、別に原稿を書いていただ

き、３ページに掲載した。 

  

第三部は祝会。今年は、留学生や外部の音楽系のゲス

トを招かず、内輪での楽しい会食となった。予定が変更

され、ピーターさんのサンタクロース姿が見られなかっ

たのは寂しかったが、なごやかな中、談露館さんのおい

しい料理に舌鼓を打った。 

オークションには、各会員から多くの品物が寄せられ

た。タコ、印伝、真珠で飾られた時計、メネット手作り

のリースや寄せ植え、手打ちのそば、ワイン、果物など

など。名オークショニアーである北条会員と丹後会員の

奮闘もあり、例年より多い、７７７００円の売り上げが

基金に組み入れられた。 （石川） 
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新入会員の経歴と抱負 

露木淳司 （写真左） 

長い間連絡主事として、そしてＹＭＣＡ総主事として

お世話になっておりましたが、この度改めて正式に甲府

ワイズのメンバーとして入会させていただきました。以

下に簡単な略歴を披露させて頂きます。 

1957年 10月 2日生、58 歳。横浜市出身。1981年慶應

義塾大学文学部教育学科卒、横浜ＹＭＣＡ川崎センター

入職。以後、藤沢、金沢八景、横浜中央、相模大野、大

和の各ブランチを歴任。主に健康教育事業、語学教育事

業を担当。2003年山梨ＹＭＣＡに移籍。2005 年横浜ＹＭ

ＣＡ再移籍、富士山ＹＭＣＡｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴｺ･ｳﾞｨﾚｯｼﾞ所長。

2010年山梨ＹＭＣＡに再々移籍、総主事となる。 

1994 年日本バプテスト同盟潮来教会にて受洗、1996

年同・大師新生教会に移籍。 

趣味はキャンプ、登山、スキー、音楽鑑賞、子どもと

遊ぶこと。 

ワイズ歴としては 2003年、富士五湖ワイズのチャータ

ーメンバーに。その後 2007 年～09 年富士山ＹＭＣＡ所

長時代に富士山部の各ワイズと関わり、2010年度より今

日まで甲府、甲府 21、松本、富士五湖、長野の各ワイズ

の担当主事をしています。 

ＹＭＣＡに奉仕する団体であることを信条の一つとし

て掲げているワイズメンズクラブにＹＭＣＡスタッフと

して入会するわけですから、何よりもその両者の架け橋

となり関係を密にすることが使命なのだろうと感じてい

ます。ＹＭＣＡとワイズメンがスムーズに機能し合い、

山梨のすべての人にその存在を喜ばれるよう微力ながら

力を尽してまいる所存であります。 

 

  

 

神山玄太 （写真右） 

1982（昭和 57）年生まれの３３歳。北新小学校、甲府

市立北中学校、甲府東高等学校、金沢大学を経て、早稲

田大学大学院公共経営研究科を修了しました。日本イン

ターネット新聞社で記者として働いた後、甲府に戻る。

2010 年、国会議員政策担当秘書資格試験に合格、2011

年 4月に甲府市議に初当選（3,145票）。同年 11月、第 6

回マニフェスト大賞でグッド・マニフェスト優秀賞を受

賞。2015年 1月に甲府市長選挙に立候補も、13,442 票で

次点。同年 4 月に甲府市議に２期目の当選（4,375 票）。

甲府をみんなが「大好きなまち」にするため活動を継続

しています。 

議員２期目は「こども。しごと。にぎわい。」を政策テ

ーマに、これからの甲府において大きな課題である人口

減少を食い止めようと、子育て支援、雇用政策、若者の

住宅政策、そしてご高齢の先輩方から知識や経験を継承

する場づくりなどに力を入れています。 

甲府ワイズメンズクラブの仲間に入れていただき、本

当にありがとうございます。まだまだ分からないことば

かりですが、先輩方の背中をしっかり見ながら、奉仕の

心で活動してまいりたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 
 

 

・１２月５日(土) 定款見直しワーキングチーム会合 

(四谷) 小倉 

・１２月１１日(金)東日本区文献・組織検討委員会 

(四谷) 小倉 

・１２月１３日～１５日 アジア地域年央会議 

(韓国・インチョン) 渡辺理事 

・１２月１３日(日) 松本クラブ・アジア賞授与式 

(松本) 秋山・標・仙洞田 

・１２月１３日(日) 甲府２１クラブ例会 

(入会式に立合い) 標 

・１２月１６日(水) 東日本区大会実行委員会(長野) 

 仙洞田・武田 

 

行 事 予 定 

  １月２３日（土）～２４日 富士クラブとの交流会（１８：００～、    

下部ホテル） 土曜のみの参加も可能。 

  １月２６日（火） １月役員会（18:30～、ＹＭＣＡ） 

  １月３１日（土）  長野東日本区大会拡大実行委員会 

  ２月 ９日（火） ２月ＴＯＦ例会（ＹＭＣＡ） 

  ２月１３日（土） 第２回あずさ部評議会 

 

東奔西走 
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あけましておめでとうございます。 

山梨ＹＭＣＡは昨年同様、本年も

“For All”の精神で地域福祉に貢

献することを目的に、事業計画を推

進していきます。変わらぬご支援ご協力のほどよろし

くお願い申し上げます。 

今年５月には創立７０周年を迎えます。おりしも道

路拡幅に伴う会館取り壊しの噂が取り沙汰され始め、

将来計画検討委員会の動きが活発になってまいりま

した。正に分岐点に立っていることを実感しながら、

次に進むべき方向を見定めなければなりません。各方

面から耳寄りな情報を収集していただき、画期的な展

開をひそかに期待しています。 

また、本年、職員の小池知寿が出産のため休職扱い

となりますが、後任として男性のスタッフを採用いた

しました。例会にて皆様にもご紹介させていただきま

すので、お引き立てのほどよろしくお願い申し上げま

す。（露木） 
 

 

 

甲府駅北口まちづくり委員会から 
甲府ワイズメンズクラブの皆さん、明けましておめでと

うございます。ご家族お揃いで清々しい新年を迎えられ

たこととお喜び申し上げます。今年の干支の猿は、人間

に一番近い動物であるといわれています。猿知恵とも揶

揄される猿ですが、「賢い」皆さんのお知恵を借りて北口

のまちづくりを進めていく所存です。どうか、本年もよ

ろしくお願い申し上げます。バラの花も定着してきまし

た。バラのコンサートも実現したいと計画しています。

本年は多くの会員に「ラロの会」に参加していただきた

いと思います。 

    能 面 展  

山梨文化学園の能面教室の生徒による能面展が、２月６

日（土）より２月１４日（日）まで、藤村記念館で開催

されます（月曜休館）。小面（こおもて）、般若などを主

体に展示します。 

    ソライチと太極拳・３Ｂ体操  

毎月第三日曜日の朝から、次の行事が開催されています。

＊ソライチ（フリーマーケット）はベストリアンデッキ

で朝９時から始まり、夕方４時(４月～９月は午後５時)

まで、販売をしています。 

＊太極拳（午前８時～９時）と、３Ｂ体操（午前９時～

１０時）の体験教室です。健康体操として指導者の下で

体験できます。（内藤） 

 

 

 

◎１２月２２日(火）１８：３０～２０：３０  山梨ＹＭＣＡ 

◎出席者 秋山、内藤、仙洞田、大澤、丸茂、石川（博）、

渡辺（隆）、武田 

【報告事項】 

①１２月クリスマス例会報告（１、２ページ参照） 

②１月合同例会について（１ページ参照） 

③２月ＴＯＦ例会について（国際・交流委員会担当） 

 食事はおにぎり、豚汁とする。卓話は会員卓話とする。 

 年賀切手、使用済み切手、プルタブ、ペットボトルキ

ャップを集める。 

④３月野外例会はクラブサービスで検討をしてもらう。 

【協議事項】 

①１月９日（土）「お正月を遊ぼう」について 

 飛行機飛ばし、大根鉄砲を担当する。東日本区のＣＳ写

真コンテストに「お正月を遊ぼう」の写真を応募する。 

②１月２３日(土)～２４日(日) 富士クラブとの交流会の件 

 参加者を確認。 

③１２月１６日、長野クラブ例会で長野大会実行委員会

の報告。１月３１日（日）長野大会拡大実行委員会を

若里ホールで行う。２月上旬に大会案内書を発送する。 

④２月１３日（土）松本あずさ部評議会は、松本クラブ

からの連絡を待つ。  

⑤あずさ部ＣＳ資金補助の件 甲府２１クラブはフライ

ングディスク大会を申請するので、甲府クラブは単独

でチャリティーランを申請する。 

⑥東山荘１００周年募金の件 会員に説明をし、甲府ク

ラブとしての募金を検討する。 

⑦次年度クラブ役員の件 

 次期役員選考委員会で検討してもらう。 

○その他 次次期東日本区理事の候補者の推薦の件 

                   （武田） 

 

 

    1 月 Happy Birthday  

 

メ ン  中島達人( 3日)   仲沢昌郎（15日） 

      田草川すみ江(25 日) 

メネット 仲沢富枝(15日)   内藤妙子(16日) 

   
 

   １月 Wedding  Anniversary  

 

仲沢昌郎 ♡ 富枝(11日)  渋江信俊 ♡ 政江(20 日) 

内藤宥一 ♡ 妙子(29日) 

 

ＹＭＣＡ

たより 

 

  1２ 月 役 員 会 報 告   


