
 

 

 

 

国際会長主題  Our Future Begins Today. 私たちの未来は、今日より始まる 

アジア会長主題  Respect Y`s Movement ワイズ運動を尊重しよう 

東日本区理事主題 明日に向かって、今日働こう 

あずさ部長主題  あずさ部は賜物の宝庫、もっと生かそうぜ！ 

甲府２１会長  楽しい、奉仕のしがいあるクラブにしよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

２０１６ 

８月号 

2016 年８月納涼例会 

 

日  時  2016 年 8 月 21 日（日）1７：00 開会 

会  場    金桜園  

司  会   廣瀬健メン  

 

開会点鐘        松村禎夫会長 

ワイズソング 

ワイズの信条 

会長挨拶        松村禎夫会長 

ゲスト・ビジター紹介  松村禎夫会長 

ハッピーバースデー 

懇親会 

諸報告 

ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘        松村禎夫会長 

 

 

 

 

 

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 』 

８月の誕生者 

（メン） 

輿水 順雄（６日） 

駒田 勝彦（６日） 

（メネット） 

    相川 泰代（８日） 

佐藤 すみ（１９日） 

山縣 洋子（３０日） 

 

  
7月のデータ（在籍数 2１名） 

 
7月例会出席者数     １８名   ゲスト９名   合計２７名 
7月第二例会出席者数                    １５名 
出席率 18/21                     ８５．７１％ 
ニコニコ募金 キックオフ例会            １５，１２０円 
  〃    第２例会               ３，７００円 
  〃    ７月合計              １８，８２０円 
  〃    累  計              １８，８２０円 
 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○   

 

○９月 ６日（火）例会          YMCAセンター～      １９時～ 

○９月２０日（火）第二例会           YMCAセンター～若奴    １８時３０分～ 

○１０月４日（火）例会          YMCAセンター～      １９時～ 

  



 

 

 

 

 

 寺田喜長書記 

 

日 時  2016年 7月 5日（火）18：30～ 

会 場  割烹“石川” 

司 会  古屋秀樹メン、   会員一言：清藤城宏メン 

出席者  相川、稲垣、荻野、小澤、鎌田、功刀、古屋、 

駒田、佐藤、清藤、茅野、寺田、野々垣､廣瀬、

奈良田、松村（禎）、薬袋、山縣     18名 

ゲスト  

浅羽あずさ部長、小山書記、尾内会計、 

秋山ＥＭＣ事業主査（以上あずさ部役員）、  

小山憲彦（東京サンライズ）、中田担当主事、

後藤哲夫、成瀬隆洋、山本俊一     9名  

合計 27名（敬称略） 

 

７月例会にて総会を開催し次年度に引き継ぎますの

で、駒田前年度会長による点鐘にて開会、例会で浅羽

あずさ部長の熱い思いを込めた今年度方針ご挨拶を頂

いた後、総会を開催 2015～2016 年度の事業報告、決

算報告議題承認、2016～2017 年役員を承認、新会長

に会長バッジを引き渡し、松村禎夫会長年度が船出し

ました。新会長主題「楽しい、奉仕のしがいのあるクラブ

にしよう」は浅羽あずさ部長の主題「あずさ部は賜物の 

宝庫、もっと活かそうぜ」をベースに個々のワイズメンの

持っている賜物を活かして山梨ＹＭＣＡの将来に寄与 

 

できるクラブで有りたいとの思いを込め、この主題に添い

「楽しいと思うワイズ活動をすることによる会員増強をはか

り、みんなが奉仕したくなるＣＳ事業を創出する事を重点

課題とする」との新会長抱負を示し、そして 2016～2017

年事業計画、予算を総会に諮り承認されました。更に前

年度に引続き委員会活動を機能させクラブ運営の充実

を図る為に委員会開催を願いたいとの要請をされ閉会、

そして懇親会では全員にスピーチを頂きました。新年度

へ向けての抱負、全員で長生きを目指そうとの宣言、仕

事への情熱を語る方、ゲスト 2 名は入会の意思を表明、

27 名の多数の出席にて楽しく盛会の内に松村新会長の

点鐘にて閉会となりました。あずさ部役員、ゲストの皆さま

にはお忙しい中、出席頂きありがとうございました。恒例

のお座敷例会も座椅子が必要になってきたことに過年を

覚えますが、ますます元気なワイズ活動が継続するでしょ

う！ 

７ 月 キ ッ ク オ フ 例 会 報 告  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 松村禎夫会長 

 

 

このところ甲府は 30 度以上の酷暑の中にあるようですが、私が住んでいる八ヶ岳南麓はさわやかな高原気候

で、甲府在住の皆さんには申し訳ないようですが、私は心地よい日々を送っています。その分、冬期は厳寒に耐

えております。 

先月から新しい年度になり、新米会長はわからないことばかりで、皆さんのご協力によりなんとか手探りで歩んで

おります。その中であずさ部の幹部をはじめ多くのゲストを迎えてのキックオフ例会、あずさ部なないろ評議会、故

中島竹男を偲ぶ会、育精福祉センターの納涼祭を、それぞれの目的に適った形で、楽しく参加出来、奉仕が出来

たと感謝しております。特に育精福祉センターの納涼祭では障害のある方もない方も、職員、保護者、地域の方

も、皆さんが納涼祭を心から楽しんでいる様子を拝見し、先日の「津久井やまゆり園」のことがあっただけに、とても

よい経験をさせてもらいました。 

今月は、私どものクラブとしては有名な（？）ブドウ棚の下での納涼例会があり、また山梨ＹＭＣＡの重要なイベ

ントの一つである「フクロウキャンプ」のサポートがあります。これらの行事を会員一同、楽しく参加して、奉仕出来る

ことを望んでおります。 

 ところで 8月を迎えると私たちは、毎年、沖縄戦や広島・長崎の原爆の悲惨な事実と 15日の終戦勅語（いわゆる

玉音放送）に関する報道や映像に多く接し、この過去の事実に改めて直面し、戦争とはいかなるものか？ 自分が

あの時代に生きていたら、どのような姿勢の生き方ができただろうか？ 等などに思いを致す時間を持っておりま

す。そして、今日のいわゆる平和には感謝するが、ここ数年の、ヘイトスピーチ・ヘイトクライムを中心とする社会の

中の“変な空気”に憂いを感じざるを得ないです。しかし、沖縄戦や広島・長崎の原爆の歴史的事実と 15 日の終

戦勅語の事をきちんと、私たちみんなが自分のものとして受け止めている限り、今後とも現在享受している『平和』

を大きく崩すことがないと信じたいと思っています。 

 そうした中、山梨ＹＭＣＡのサポートクラブとしての甲府 21ワイズの位置づけを、皆さんとこの一年考えていきたい

と思っています。 

 

 

2016-2017年度  8 月 

 会 長 挨 拶  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

東京西ワイズメンズクラブ創立４０周年記念例会に参加

して  

                   相川貴宏メン 

2016 年 7 月 16 日中野サンプラザに於いてあずさ部

評議会と東京西クラブ 40 週年記念例会が開催されまし

た。 

「あずさ部は賜物の宝庫。もっと生かそうぜ！」を主題に

浅羽丸が出航しました。浅羽部長からはあずさ部メンバ

ーは賜物の宝庫、クラブを超えたメンバー間の交流を積

極的に増やし部内の人材を発掘共有し、クラブ事業へ

取組みたい。「あずさ部は楽しい、面白い」とメンバーが

思えるよう取組みたいと抱負を力強く語りました。因みに

“なないろ”評議会の“なないろ”は開催日が7月16日だ

からだそうです。 

 出席者は 11クラブ 65名、甲府 21クラブからは松村会

長、寺田書記，古屋会計、松村監事、相川，茅野 6名が

参加しました。 

議案は 2015-2016年度会計決算承認の件と決算監査

報告の二案で承認されました。 

部長より第一回東日本区役員会報告、直前部長挨拶

（標部長頑張りました。お疲れでした。）部長所信表明と

続き、新事業主査所信表明、新クラブ会長所信表明が

あり最後に松村監事の的確な講評で終了しました。特

記すべきことは原富士五湖クラブ会長の所信表明の中

で京都洛中クラブとＤＢＣを前提とした相互交換を進め、

締結の可能性を探っているとの事でした。大津クラブが

解散後また４部合同例会が出来るのかなとちょっぴり思

いました。 

引き続き東京西クラブ創立 40周年記念例会が開催さ

れました。東京西クラブは 1999年 8月より開催されてい

る当クラブのブドウ棚の下、地ビール飲み放題の納涼例

会に必ず参加されている長く、深い交流のあるクラブで

す。最初の会の写真に吉田さんが写っています。神谷

さんはご夫妻で、時には家族と共に出席、高島さんは吉

田さんの運転手でと毎年思い出を作っているクラブです。

当クラブからは松村会長、古屋会計、駒田、茅野、薬袋、

松村、相川の７名が参加しました。 

特別例会は出席者数 32 クラブ、132 名、ゲスト３名、

東京ＹＭＣＡ国

際ホテル専門学

校在校・卒業生７

名合計１４２名と

大変賑やかな会

になりました。ゲ

ストには本日の

ゲストスピーカー

で１９９５年Ｗ杯

日本代表、国際試合の代表キャップ８、キック時のルーテ

ィンに喝采が起きた今泉清氏を迎え講演時には懐かしい

映像にも会えその講演内容と共に感動しました。ＩＢＣ先

の台北セントラルクラブから４名、熊本地震の復旧、復興

にご苦労され、今もされている熊本むさしクラブ、熊本に

しクラブから各１名、長野東日本区大会で紹介された石

巻広域クラブも出席されました。また、東京ＹＭＣＡ国際

ホテル専門学校在校卒業生の紹介と 2016 年度の奨学

金が直前会長大野さんより贈呈されました。 

記念例会は東京ＹＭＣＡ総主事弘田光司さん、東日

本区主事利根川恵子さん、あずさ部部長浅羽俊一郎さ

んの祝辞があり、「ラクビーのリーダーシップ、チームワー

ク、ポジティブ思考」の演題で今泉清さんの記念講演が

ありました。ラクビーワールドカップ 2015 日本対南アフリ

カ逆転の試合展開を例にとり対戦の初戦に南アフリカと

決まった時から”絶対に勝ちに行く“と４年間それ以上出

来ないくらいのハードトレーニングに励み、その力がグラ

ンドで発揮でき試合終了直前のチャンスにＰＫで無くスク

ラムからのトライを選択、引き分けより勝ちに行きラクビー

の歴史を変えたのです。深く胸に留まるお話でした。 

祝会はお酒も御馳走もたっぷり出され楽しいひと時で

した。 

終了後は駅前の居酒屋で二次会です。33 名が集まりそ

の賑やかな事、あずさ部の良さをしみじみ感じました。何

と三次会でカラオケへ、ＹＭＣＡを一曲歌い後は談論風

発さまざまに展開し終わりを知らない様子でした。帰りは

富士五湖クラブの茅野ジュニアの車に便乗させてもらい

茅野パパ、古屋君と共に今日中に帰り着きました。長い

一日でした。 

 

 

 

 

 

荻野清メン 

皆さん、突然ですが「水素は地球を救う、人を救う」と

聞いてどう思いますか？ 

地球の温暖化による天変地異（一説には CO₂の増

加）、私たち病気の多様化（活性酸素による影響）は水

素によって解決する 1つの方法といえます。 

 

燃料としての水素 

「酸素ガス」と「水素ガス」を一定の割合で混ぜ、マッ

チで火をつけますと爆発的な熱が発生します。

4,000℃以上になると言われます。このエネルギーを利

用しようと自動車をはじめ船舶など様々な分野で応用

が試みられています。 

第 1 回 あ ず さ 部 

“ な な い ろ ” 評 議 会 報 告 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 ペ ン リ レ ー 

水素は凄いぞ ❕❕❕❕❕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



水素と酸素では、反応後は「水」のみで CO₂を排出し

ない究極のエネルギーとして期待されています。この

ように水素は、地球環境改善（低炭素環境）の 1つの

手段として期待されます。 

 

生命体は水素が大いに係っています 

植物は、根っ子から水（H₂O）を吸い上げ葉っぱに

導き、葉緑体で太陽のエネルギーを使って水素 

（2H₂）と酸素（O₂）に分け、不要な酸素を大気へ放出

します。残った水素で植物の活動エネルギーである

物質「ATP」を作っているのです。 

一方、人間を含め多くの生き物（動物）は、炭水化物

（炭素Cと水素Hの化合物）を消化吸収し細胞に導き

分解しています。また、呼吸で酸素（O₂）を体に取り込

み細胞へ導きます。 

細胞内で炭水化物と酸素を酵素で反応を起し、不

要になった炭酸ガス（CO₂）を肺から放出します。残っ

た水素（H）を使って活動エネルギーである物質

（ATP）を作っています。植物も動物も同じです。エネ

ルギーで重要なのは水素です。 

（3大栄養素）        （人体の元素組成） 

●たんぱく質・・NH₂      水素・・・H・・・63.0％ 

○脂肪酸・・・・COOH   酸素・・・O・・・25.5％ 

●炭水化物・・・CHO      炭素・・・C・・・ 9.5％ 

窒素・・・N・・・ 1.4％ 

その他  ・・・ 0.6％ 

C・H・O（生命のキーワード） 

 

酸素は諸刃の剣 

47億年前、地球が誕生したといわれています。太

古の昔、地球には酸素ガスはありませんでした。数十

億年前、地球上で偶然アミノ酸、たんぱく質が海底深

く硫化水素系を栄養とした生命体が誕生したといわ

れています。 

長い年月を掛け、徐々に地表近くに進出。生命体は

地表近くで太陽のエネルギーを使った光合成でエネ

ルギーを得る（植物の原型）生物が誕生。よって光合

成の代謝産物「酸素O₂」が地球に徐々に増えていき

ました。 

酸素（活性酸素）は、酸化させる力が強い、いわゆる

「錆」を起させる毒です。生命体にとっても毒です。 

しかし、ミトコンドリアという酸素をうまく利用する生命

体が誕生し、我々の祖先である原核細胞がミトコンドリ

ア細胞と共生したことで（真核細胞になる）、エネルギ

ーを飛躍的に効率よく産生することを獲得しました。 

1グルコース（ご飯・パンなどにあるデンプンの最小

単位の名称）あたり、 

ミトコンドリアなし → 2ATP 

ミトコンドリアあり → 38ATP 

と 19倍もエネルギーが増えました。これは生き物にと

って革命的でした。このように酸素を使うことは、エネ

ルギーの効率では素晴らしいものがありますが、酸化

という毒の面を持っておりまさに諸刃の剣と言えます。 

私たちの体は、活性酸素に対して防御する SOD

（スーパーオキサイトディムアスターゼ）、カタラーゼ、

グルタチオンなどの酵素があり、活性酸素に対抗して

います。 

しかし酵素産生量は 25歳をピークにして徐々に少

なくなっていきます。不足を補う目的で抗酸化物質の

食品、サプリメントを摂取しますが、食品では新鮮さが

何より大切で（徐々に抗酸化が失われる）、現在社会

ではなかなか取り入れることが難しいものです。サプリ

メントでは、ビタミン C、ビタミン E、カテキン、ポリフェノ

ール、コエンザイム Q10などがあります。 

水素（大きさ 1ないし 2）は代表的な抗酸化剤です。

しかも、宇宙で一番小さい物質で抗酸化の力は、上記

のビタミン C（大きさ 172）、E（大きさ 430）、カテキン

（290）…コエンザイム Q10（863）と同じです。 

 

酸素の力と救世主の水素 

私たちが地球上に存在できたことの「酸素」の役割

は計り知れないものがあります。それはとりもなおさず

エネルギーの爆発的な獲得です。エネルギーの獲得

によって、私たち祖先の細胞が単体の生き物（アメー

バーや細菌などの生き物）から多細胞（心臓や脳、骨

などの細胞集合体）への生き物と変化していきました。

しかし、同時に活性酸素という生命を脅かす毒も同時

に獲得しました。私たちは活性酸素をうまく利用してい

る部分もあります。免疫（外来の細菌やウイルスに対し

て攻撃する材料）や細胞間の伝達に使われていす。 

従って活性酸素が全て悪いかというと、そうではなく最

も毒性が強いOHラジカル（ヒドロキシラジカル）の体内

発生が問題です。 

年齢を重ねることで活性酸素の対抗する酵素（SOD

など）が減少していきます。そんな中、抗酸化物質を植

物、動物から摂取するのですが、水素の持つ選択的な

抗酸化、水素の大きさ（宇宙で一番小さい物質）は他

の抗酸化物質に比べ、はるかに効率が良いことがわか

ります。 

これからの地球や私たちのカラダを、「水素」が救うかも

しれません。 

 

＜全ての共通点は水素にある＞ 

世界３大奇跡の水 

◆ルルドの水（フランス） 

   ピレネー山脈の麓にあるルルド村。「奇跡の水が湧き

出る」聖地として有名で、年間 500 万人もの巡礼者が

訪れる。カトリック最大の聖地。 

◆トラコテ村の水（メキシコ） 

メキシコシティの北方 300ｋｍの地点にある小さな村にあ

る。１日に数千人が訪れています。この水には、通常の

水の 10倍以上（1ｐｐｂ/ｍｌ）の水が含まれていることが判

明しました。 

◆ノルデナウの水（ドイツ） 

フランクフルトの東方約 100ｋｍのところにある山間の小

さな村がノルデナウです。奇跡の水が出る洞窟として名

を馳せたノルデウには、日に数百人もの人が水を求め

て訪れている。 

◇その他、 フンザ王国の水（北パキスタン）、ナダー

ナの井戸水（インド）及び日田天領水（日本 大分県）

があります。 

 



奇跡の水の正体は活性水素だ！ 

 「ルルドの水もトラコテの水も普通の水とそんなに大き

な違いはありません、ただ一つ、それらの水に共通して

いるものがありました。それはどの奇跡の水も活性水素

を非常に多く含んでいる、という一点だけでした」 

 
九州大学大学院教授 医学博士 白畑實隆 著 

フォーシーズンプレス刊「本当に良い水はこれだ」より 

 

 

 

 

 

 寺田喜長書記 

日 時 2016年 7月 20日（水）18：30～ 

場 所 ＹＭＣＡセンター 

出席者 相川、稲垣、荻野、鎌田、功刀、駒田、佐藤、

茅野、寺田、野々垣、古屋、松村（禎）、    

松村（豪）、薬袋、山縣   15名 

 

協議事項 

 

１、「故中島竹男さんを偲ぶ会」最終確認 

日 時 2016年 7月 30日（土）13：30～15：30 

会 場 山梨ＹＭＣＡ （2Ｆ会議室） 

準備担当ＥＭＣ委員の野々垣メンよりプログラム案が

提示され２，３修正にて決定、 

参加者の確認 

ゲスト17名を加えて48名の参加予定者を確認、当日

会員は 13：00 に集合し会場設営を行う。会費 1,500

円／人（メン、メネット２人で 1,500円） 

２、「育精福祉センター納涼祭」協力者確認 

日 時 2016年 8月 6日（土）17：00～19：40 

場 所 育精センターこころの広場 17：00集合 

協力作業 成人二寮の模擬店（ドリンクバー）運営 

参加予定者、佐藤、古屋、古屋メネット、茅野、功刀、 

松村（禎）、松村（豪）、寺田、稲垣 

３、「ＲＢＭ献金」の対応 

定められている 800 円／会員１人×会員数にて予算

が組んであるので期日までに会計が例年どおり納付

する。 

４、「ＹＶＬＦ山中湖キャンプ」への対応 

ユースボランティア・リーダースフォーラム（ＹＭＣＡユ

ースボランティアリーダを対象に行うトレーニングキャ

ンプ）へのワイズメンの参加のお誘いであるが、当クラ

ブは参加者なし。 

５、「フクロウキャンプ」への対応 

キャンプは 19日から 21日の 3日間に予定されている

が、協力日時が確定していない。 

8 月１９日（金）を一応予定する。時間、内容は未定で

す。追ってお知らせします。 

６、「納涼会」について 

日 時 2016年 8月 21日（土）16：30集合、 

17：00開会 

場 所 金桜園 

役割分担 ＊司会：廣瀬 

＊マイク、アンプ準備：佐藤  

＊例会グッズ搬送：松村（豪） 

＊飲み物準備：相川、 

＊ゲストお迎え：未定 

（8月第二例会にて確認する） 

 

７、あずさ部会報告・・・松村会長 

 

８、「2018～2019年度あずさ部長」担当について 

順番では東京武蔵野多摩が担当年度であるが同年度

に日本区理事を担当するので出来ない、次に松本クラ

ブの順番であるが辞退、次が東京サンライズであるが

同年度に東日本区大会のホストとクラブ 30 周年記念

会を行うので出来ない、との理由で甲府 21 へ依頼が

来ました。申し出を引き受けると決まりました。尚、人選

は来年 5月までに行うと決定。 

 

９、その他 

会長よりゲスト卓話者の推薦をお願いしたいとの依頼

があり。関連してＢＦ代表でオーストラリアへ行かれた

東京サンライズクラブの小山久恵さんの報告をして頂く

事も１案として提案された。 

  

７  月  第  ２  例  会  報  告 
   

 

 

 

 

 

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆  

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ☆★☆★☆★☆★ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

  総主事  露木 淳司 

 

ＹＭＣＡ創立７０年目の夏です。今年は学童保育プ

ライムタイムに甲府市の放課後児童クラブの子どもた

ちが合流し、夏休みに入っても毎日５０人を超える子ど

もたちがＹＭＣＡを占拠して戦争状態です。そして、キ

ャンプやわいわい地球塾には、はじめてＹＭＣＡの門

をたたく子供たちも大勢集います。この子ども達がＹＭ

ＣＡでの学び、出会い、体験を糧に、立派な大人に成

長し、山梨の未来を、日本の平和を担ってくれるでしょ

う。 

７月１９日に第 177回常議員会が開催されました。今

回から大きくメンバーが入れ替わり、６名の新常議員が

誕生しました。将来計画に合せて、障がい児支援、子

育て支援、国際交流を専門分野とする方にお願いして

います。また、今まで陪席という形で加わっていただい

ていた甲府ワイズの会長、甲府２１ワイズの会長お二

人にも、正式に常議員として議決権をもって参加いた

だくことになりました。女性が４名、平均年齢も若干若く

なりました。初回から活発な議論が交わされ、これから

のＹＭＣＡが楽しみです 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 



 

 

昨年 8 月 9 日（日）に天に召された中島竹男さん。享

年 67 才の若さでありました。中島さんが「甲府２１」のチ

ャーターメンバーであった事も重要な事ですが「甲府２１」

を、そして「Y s̀ メンズ」 を支え続けてくれた事に対し、「甲

府２１」のメン・ メネットは、彼を「偲ぶ」というより、彼への

「感 謝」を何としても表したい気持ちで「偲ぶ会」の 開

催を待ち望んでいた様に思います。Y`s メンズ や 

YMCA の色々な行事の度ごとに、「この事は中島さんが

居ないと分からないなあ」といった言葉 をよく耳にして

いる事からも、彼の生前の貢献の大きさが推し量られま

す。彼が亡くなった後、功刀弘さんが何度も中島さん宅

を訪問してご遺族のご意向を確認し、「一周忌」として「偲

ぶ会」を開催する事が出来たのです。皆が共に持つ中

島さんへの「感謝の念」が、「甲府２１」のメン・メネットの殆

どの方々、元メンバーの方々、ご家族、ご親族の方々、

合わせて 46 名をも集めてくれて、「偲ぶ会」を開催できた

事で天国の中島さんに「感謝の気持ち」が届いたと思いま

す。私事になりますが、私は竹男さん夫人の中島千香さ

んとは春日小学校の3年生から 6年生迄を共に同じクラ

スで学び、席も前後していました。松村会長は春日小の

5 年生の時に転校してきました。そして三人は卒業迄、

同じ先生に教わりました。千香さんとは大人になってか

らは親しく顔を合わせる事がなくなり、千香さんと竹男さ

んが私達の一級後輩の乙黒さんの媒酌で結婚式を挙

げられた事を私が知ったのは、「偲ぶ会」で上映するス

ライド用の写真を選ぶ為にご夫婦のアルバムを見せて

いただいていた時でした。 

話を「偲ぶ会」に戻します。「偲ぶ会」は礼拝と茶話会の

二つに分かれて行われました。古屋メンの司会、五味優

子メネットの奏楽のもと、

寺島先生よりの奨励を

伺いました。中島家を

深く想っていただく先

生による「御言葉」は、

出席者の胸にしっかりと

刻み込まれました。会

を代表しての功刀弘メ

ンの式辞、千香さんの

希望による「ヴァンフォ

ーレ」スタイルにて中島夫妻との思い出や、中島竹男さん

への感謝の念が語られました。家族を代表しての千香さ

んのご挨拶は本当に仲の良いご夫妻であった事が偲ば

れました。10 分おいての茶話会は、司会役をかって出てく

れた相川メンの進行により、ゲストの紹介、会長挨拶等が

行われて、末さんはじめ、懐かしいメンバー（後述）よりお

話を伺えました。竹男さんのクリスチャンへの導きのきっ

かけは、彼が子供の頃にご近所に住まわれていた三枝

家｟（故）三枝ふで子様・元甲府教会会員・婦人公論 三

枝佐枝子さんのご主人の実家｠が大きく影響している事

や、猛烈な読書家で学校の図書館の本は全部制覇して

いく勢いであった事等、竹男さんのエピソードを姉の小田

切さんが語ってくれました。その後、竹男さんを偲ぶスラ

イドが 15 分に亘り流され、会場は「若かったね！」「これ、

どなた？」といった会話で弾んでいました。杉田博子さん

の歌に合わせてのスライド鑑賞はあっという間の時間でし

た。千香さんの「最後の年の餅つきをさせてあげたかっ

た」という言葉は皆の胸に「キューン」ときました。ゲストは以

下の通りです。（敬称略） 小田切邦彦・勇子（姉夫婦。邦

彦は甲府一高 Hi-Y、松村、寺田等と同級生）／秋山衛

（義弟）／後藤哲夫／五味孝男・優子／末利光／田草川

すみ江（同級生）／露木淳司／山本敦夫／油井純雄／

湯田勝彦。又、スペインへ出張中の大澤英二夫妻からの

メッセージも披露されました。茶話会は 2時間以上経過し

て、竹男さんの仮称「納骨礼拝」が行われる時の再会を

約束して、名残を惜しみながら散会しました。茶話会の準

備はメネットが全て動いてくれました。スライド上映は山本

俊一さん（野々垣友人）が全面的に編纂協力してくれまし

た。多くの方々のご協力に感謝致し、（故）中島 竹男さん

に安心していただける様なワイズメンズ クラブ甲府２１の

今後の約束と、飛躍を誓いたい と思います。 

 

 

「（故）中島竹男さんを偲ぶ会」開催される 

平成 28 年 7 月 30 日（土）  YMCA において 

甲府 21EMC  野々垣健五メン 

 

 

 


