
 

 

 

 

 

 

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 
 

   

    

 

 

2016年 2月例会 (ＴＯＦ例会) 

 

日  時   2016年 2月 2日（火）19：00～ 

会  場    ＹＭＣＡセンター 

司  会   茅野 崢メン 

 

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            

会員ひと言         稲垣浩司メン 

 

研修「YMCAを学ぶ会」   

講師 大和田浩二YMCA同盟研究所所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

諸報告 

ハッピーバースディ  

 

 

ＹＭＣＡの歌  

閉会点鐘          駒田勝彦会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

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 』 

２月の誕生者 

（メン） 

山県 譲治（６） 

（メネット） 

      鎌田 千里（9）  茅野 真澄（１４） 

 

 
1月のデータ（在籍数 20名） 

 
１月例会出席者数           １８名 
１月第二例会出席者数          １２名 
出席率 18/20             ９０．００％ 
ニコニコ募金               ０円 
ニコニコ募金累計        １５，９０１円 
 

★今月の聖句★ 

 

わたしが感謝して食べているのに、そのわたしが感謝しているものについて、 

なぜ悪口を言われるわけがあるのです。 

           （コリントの信徒への手紙一 10 章 30 節  稲垣浩司 選） 

 

                          

２０１６ 

２月号 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○   

○２月１３日（土）あずさ部第 2回評議会     あがたの森文化会館(松本市) 

○２月１６日（火）第 2例会           ＹＭＣＡセンター～若奴     18時 30分～          

○３月 １日（火）例会             ＹＭＣＡセンター           19時～                      

○３月１５日（火）第 2例会           ＹＭＣＡセンター～若奴     18時 30分～       



 

ロウバイ(蝋梅) とは、1～2月に透明感のある薄黄色の芳香の

良い花を咲かせるクスノキ目ロウバイ科ロウバイ属の落葉広葉

低木です。 枝に花が多数付きますが、葉は落ちてしまい見え

ません。  

ロウバイ(蝋梅)には花の外側が黄色で内側が暗紫色の品種やクロバ

ナロウバイ（黒花蝋梅）は黒褐色の花色のものもあるようです。 

ロウバイの香りは甘くフルーティで、微かに石鹸のような清潔感がある

香りが特徴的で、ニホンスイセンの香りと似ているようです。埼玉県長

瀞町にある宝登山(ほどさん)は蝋梅の名所として知られています。この

山の山頂付近にはたくさんの蝋梅が植えられており、毎年 1月～2月

頃に見頃を迎えます。私が数年前に訪れたこの日は、蝋梅の黄色い

花が咲き誇り、多くの観光客が訪れていました。 

冬の寒さに負けず虫も飛びそうにない時に香りを漂わせている花に負

けずに元気を出そうと思います。 

 

1月の甲府クラブとの合同新年例会には多数のみなさんが参加していただき良い交流が出来たと思います、ありがと

うございました。 

今期も後半に入りました、皆様のお支えをいただきここまで来られましたこと感謝でございます 

後半には長野で行われます東日本区大会があります、皆さんで応援し、協力していきたいと思います。4月には草津ク

ラブとのDBCがあります、富士五湖クラブも一緒に交わりを持つことが予定されています、今から日程の確保をしてまた

楽しいバス旅行をしましょう。 

2月 13日にはあずさ部評議会が松本で行われます。新しく入られた方是非ご参加されて他クラブとの交わりを深めてい

ただかれる場と思います。 

次期の役員も決まり大変順調な営みが我がクラブは進められていると思います。 

 

寒さ厳しき折皆様体調にはくれぐれもお気を付けてください。 

           以上

 

 

 

書記 寺田喜長 

日  時  ２０１６年１月１２日（火） １８：３０～ 

会  場  談 露 館 

出席者  相川、稲垣、荻野、小澤、鎌田、功刀、 

輿水、駒田、佐藤、茅野、寺田、野々垣、廣瀬、古屋、 

松村（禎）、松村(豪)、薬袋、山縣    18名 

今年は甲府クラブの担当で新年合同例会が武田信男

メンの司会にて開催されました。「挑戦」、「行動」を念頭

にワイズ活動を継続する夢をつなぐために会員増強に努

めると秋山甲府クラブ会長、甲府クラブへの感謝と、この

ように普通に例会が持てることに感謝し心あわせ一歩一

歩進んでいきたいと甲府２１クラブ駒田会長、の両クラブ

会長の挨拶が有りました。両クラブの新入会員（各クラブ

２名）が紹介され、それぞれ新ワイズメンとしての抱負を

述べられ、ゲスト紹介では露木主事よりYMCAの職員とし

て採用されました中田久仁さんが紹介されました。会館

移転や、事業強化に主事へのサポートが期待されます。 

  2015-2016年度   ２月 

 会  長  挨  拶  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

新 年 合 同 例 会 報 告  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



会員一言は布能メン

にお願いしておりま

したが都合により出

席されませんでした

ので大澤メンが布能

メンの選ばれました

聖句についてお話さ

れました。仙洞田メン

より6月の東日本区大会の準備状況の説明と、今月31日

に長野市で開かれる東日本区準備実行委員会に当クラ

ブからも参加して協力願いたいとの要請が有りました。 

渡辺隆東日本区理事の乾杯にて懇親会が持たれその中

で石川博会員の「申年の年頭に～三猿・庚申、猿橋」と題

した卓話を拝聴しました。世界中に三猿の置物や彫刻像

が有ること、探せば身近に三猿が掘られた庚申塔が有る

等、興味あるお話でした。ハッピバースデイ、ア二バーサ

リーのお祝いをし、駒田会長の点鐘にて閉会しました。 

 

 

 

 

              

輿水順雄メン 

（ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ） 

 

Ｊリーグ 2016シーズンに向け、ヴァンフォーレ甲府は 

１月 11 日、集結式、新体制発表記者会見を山梨県立

図書館で行い、シーズンのスタートを切りました。今シー

ズンのスローガンは｢総力～プロヴィンチアの挑戦｣で

す。３年連続でＪ１残留を果たしたものの、クラブサポータ

ー会員（年間シート）数、収入などは伸び悩んでいます。 

Ｊ１で戦い続けることで新たな道が開けてくると信じてい

たのとは裏腹に厳しい現実があります。このスローガンに

はクラブがより努力し、サポーター、スポンサーなど山梨

県すべての皆さんの協力も得ながら(山梨の)総力を結集

してＪ１に立ち向かいたいという想いを込めました。サブタ

イトルの「プロヴィンチアの挑戦」は、地方クラブがＪ１で戦

う心意気を示し、今シーズンも継続して使用していきま

す。このスローガンのもと１年間を戦い抜き、昨季以上の

成績を残したいと思います。 

 ＧＭ(ゼネラルマネジャー)兼任で引き続きチームの陣

頭指揮を執る佐久間悟監督は、今季の目標を勝ち点41、

順位は 10 位以内としたうえで｢今季のＪ１は過去３シーズ

ンと比較にならない高いレベルの戦いになる。しかしプロ

ヴィンチアの誇りと意地と魂をもって総力で戦い、最後は

皆さんに驚きを与えるようなシーズンにしたい」と決意を

述べました。会場には県内外のメディアから取材陣が大

勢詰めかけたほか、初の試みとして、スポンサーであるフ

ォネット様の協力によるインターネット同時中継も行いまし

た。1400人以上の視聴者があり、大変好評でした。 

 今季は、外国人３選手を含めて 11 人がチームを去り、

新たに 12人が加入するという大幅に選手が入れ替わりま

した。しかし、チームの基本戦術は昨季と同様に｢堅守速

攻｣の継続です。佐久間監督は｢守備の安定がＪ１残留を

もたらした。それが基盤。その上で得点力を高めていく。

(期待できる)特徴ある選手を多く獲得できた｣として、昨季

の１試合平均得点0･76を1･3以上に高めたいと考えてい

ます。 

 今季の開幕は 2月 27日（土）アウエイのヴィッセル神戸

戦です。ホーム開幕は 3月6日（日）ガンバ大阪戦です。

昨季より１週間早く、９月までに約 90％の試合を消化する

ハイペースでリーグ戦は進みます。スタートダッシュを含

め、序盤がシーズンの行方を左右する重要な戦いになり

ます。ワイズメンの皆様には、是非小瀬「山梨中銀スタジ

アム」に来て応援をしていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

会 員 ペ ン リ レ ー 

2016 シーズンのヴァンフォーレ甲府 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           書記 寺田喜長 

日 時  2016年 1月 20日(水）18：30～ 

場 所  YMCAセンター 

出席者  相川、稲垣、荻野、小澤、駒田、寺田、 

野々垣、古屋、廣瀬、松村（禎）、薬袋、山縣 12名 

 

議題 

１、 東日本区大会 in長野準備会  

出席者確認    寺田 1名出席 

内容 ① 「東日本区大会拡大実行委員会」 

日 時 1月 31日（日）午後 3時～4時   

会 場 長野市若里市民文化ホール 2階第一会議室 

議題内容・・・準備状況説明とご協力いただく仕事の分担

組織 

② 懇親会 午後 5時～ホテル信濃路 会費 3,500円  

 甲府クラブからの参加者の車に同乗予定 

２、2月例会について （TOF例会）    

日 時 2月 2日（火）午後 7時～   

場 所 YMCAセンター 

司 会 茅野   一言 稲垣   ペンリレー 輿水 

研修「YMCAを学ぶ会」   

講師 大和田浩二YMCA同盟研究所所長 

 YMCAを理解する良い機会です。新入もベテランも、 

できればメネットへの声掛けを！ 

３、3月例会ゲスト卓話者  茅野さんが交渉中 

４、4月例会…クラブ研修 

研修テーマ  

 「25年を顧みる」 「次への計画」 について 

 資料作成…駒田会長   発題   稲垣Y's・古屋Y's 

５、あずさ評議会 

日 時  2月13日（土）    

場 所 あがたの森文化会館…松本市県 3-1-1   

登録料 2,500円 

出席確認は 2月例会で行います 

６、その他   

  ① 2月ブリテン原稿締め切り  1月 25日 

  ②  2月第二例会日   

2月16日（火)  午後6時30分～ YMCAセンター 

③ 次期役員、委員長について…松村(禎）次期会長

より提案され 2～3修正にて承認。松村（禎）次期会

長からのメールの名簿で確認下さい。                                                                                               

④ 草津クラブとの合同例会…4月16～17日草津クラ

ブ訪問、草津クラブと富士五湖クラブの OBC 締結を

予定している。   2月例会にて参加者確認 

 

2 月例会を欠席のメンと、メネットが出席されるメンは連絡

を下さい。     

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

  総主事  露木 淳司 

 

「ぶどうの木」の成功に続き、今 YMCA で急成長傾向

にあるプログラムは、アフタースクール「プライムタイム」で

す。この 4 月から、甲府市からの受託事業である放課後

児童クラブ 4、5年生受け入れの枠を 3倍に拡大すること

になり、現在 70名のメンバーが一気に 100人超えかと予

測されています。高学年の増加により、音楽や英語、書

道など、他の習い事への波及効果も大きく、公益財団法

人として地域の子育て支援に貢献する事業として期待が

高まってきています。規模が大きくなるとクォリティーを維

持することが難しいですが、ここは気を引き締め、万全の

体制で期待に応えていきたいものです。この 1月より新し

く職員として中田久仁（41才）を採用しました。野外活動も

パワーアップして改めて YMCA70 周年、2016 年は飛躍

の年としたいものです。 

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

１ 月 第 ２ 例 会 報 告 

   

 

 

 

 

 

 

 


