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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会長主題 楽しい、奉仕のしがいあるクラブにしよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０１７ 

６月号 

2017年６月例会 

 

日  時  2017年６月６日（火）19：00 ～ 

場  所  山梨ＹＭＣＡセンター 

 

司会：功刀弘メン 

開会点鐘  

ワイズソング 

ワイズの信条  

会長挨拶 松村禎夫会長 

会員一言 山縣譲治メン 

ハッピーバースデー 

ゲスト卓話  ギッシュ山梨英和学院理事長 

「多文化理解」－自己評価とアイデンティテ

ィのアッセスメント－自分と日本と世界 

諸報告 

ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘  

 

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 』 

６月の誕生者 

（メン）      

野々垣 健五（5） 寺田 喜長（13） 奈良田 和也（16） 

（メネット）   

赤根 教子（９）廣瀬 まさみ（11） 古屋 律子（26） 

 

５月のデータ（在籍数 24名） 
５月例会出席者数            ２１名, 

ゲスト １名   合計２２名 
出席率 21/24          ８７．５０％ 
５月第二例会出席者数       １３名 
ニコニコ募金 第１例会             ０円 
  〃    第２例会          ０円 
  〃    ５月合計          ０円 
  〃    累  計    １２４，４９１円 

○●○● 今後の予定 ●○●○   

○６月１０日（土） 1０時～    第２０回山梨YMCAチャリティーラン 2017   小瀬スポーツ公園補助競技場 

○６月２０日（火) 1６時～     （ 印刷後 ） 第２例会                YMCAセンター～若奴 

○７月 4日（火）１８時 30分～      キックオフ例会                 割烹 石川 

★今月の聖句★ 

彼らは 剣
つるぎ

を打ち直して鋤
すき

とし 槍
やり

を打ち直して鎌
かま

とする。 

国は国に向かって剣を上げず もはや戦うことを学ばない。 

（イザヤ書 2 章 4 節 山県譲治 選） 

０５５－２３５－８５４３  

０５５－２３５－８５５３  
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                  松村禎夫会長 

もう６月になりました。ここ八ヶ岳南麓にもさわや

かな初夏が訪れました。野山は新緑で瑞々しく、田植

えの終わった水田のあぜ道にはアヤメやツユクサが咲

き、雑木林にはニセアカシヤが咲き誇っています。ア

カシヤを眺めていると昔歌った北原白秋の “この道は

いつか来た道 ・・・・アカシヤの花が咲いてる” の

童謡を思い出しました。 

その一方、我

が国の行政、政

治をリードす

るエリート層

の中に充満す

る 「忖度」 「論

点のすり替え」 

「嘘も方便」 

「真実が隠されたフェイク情報」 などにはホトホト嫌

になります。その上、安倍一強政治による 「共謀罪強

行」 や 「期限を切った憲法改正論議」 など、いつか

来た戦争への道を歩んでいるような重苦しい思いがす

る今日この頃です。 

  そうした中、

私たち甲府２１

クラブは、 「楽

しい、奉仕のし

がいのあるクラ

ブにしよう」 を

スローガンにし

て、この一年歩

んで来ました。

会長としての役

目をどれだけ実

行できたか、疑

問ですが、この

１１ヶ月、私と

しては、ワイズ信条にある 「会合には出席第一」 を

ほぼ完全に初めて実現でき感謝しております。 色々

な会合・イベントに積極的に参加することにより、多

くの人と出会え、色々な考えを知り、学ぶことができ、

有意義なワイズ活動の一年でした。この経験を今後の

ワイズ活動に活かせたら、と思っています。 

 今月の第一例会では、山梨英和のギッシュ理事長を

お迎えして 「多文化理解」 と題して卓話を戴く予定

です。又、

この６月は、

一年の反省

と次年度事

業計画をま

とめる月で、

第一例会、

第二例会に

おいて、次

期役員提案

の次年度計

画を確認・

審議する予

定です。佐

藤次期会長

のもと、ますます活気のあるワイズ活動ができること

を願っています。  

ところで、来週には、当クラブ最大のＣＳ活動であ

る山梨ＹＭＣＡチャリティーランがあります。このチ

ャリティーランは２０回目を迎え、運営するメンバー

もだいぶ入れ替わり、新しい発想で推進されています。

１０日には出来るだけ多くのメン・メネットの参加を

お願いします。 

明日からは東日本区大会が “小江戸川越” で開催

されます。当クラブからは小生を含め８名が参加予定

です。また新しい出会いが増えることを期待していま

す。それについては例会で報告できればと思ってます。 

2016-2017年度  ６月 

 会 長 挨 拶  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ギッシュ先生略歴 

ギッシュ・ジョージ氏 

 山梨英和学院理事長（2016年 6月から 2017年 

3月まで山梨英和大学学長） 

 1936年 アメリカ・カンザス州出身 

 メソジスト宣教師として初来日 

 名古屋中央教会、瀬戸永泉教会で伝道 

 名古屋学院、名古屋大学に勤務 

 ミシガン大学大学院修士課程卒業後、再来日 

 合同メソジスト教会宣教師の傍ら、琵琶の研鑽を

重ねる。 

 キリスト教視聴覚センター 

（ＡＶＡＣＯ）副理事長 

 日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）副議長 

 江戸川総合人生大学国際コミュニティ学科長  

 青山学院大学名誉教授 

 著書：「ワンダフル・ディファレンス」（2004） 
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                          寺田喜長書記 

日 時 2017年 5月 9日（火）19：00～ 

場 所 山梨YMCAセンター 

出席者 相川、赤根、荻野、小澤（公）、小澤（智）、

鎌田、功刀、輿水、駒田、後藤、佐藤、清藤、

茅野、寺田、奈良田、野々垣、廣瀬、松村（禎）、

松村（豪）、薬袋、山縣、  21名 

ゲスト 山下貴代氏 

（ゲスト卓話者、山梨園芸市場専務取締役） 

司 会、鎌田メン   会員一言、薬袋メン   

ペンリレー、寺田メン 

定刻に松村会長の点鐘にて開会、会長挨拶では、先

月の合同例会が担当委員会の準備が万全で盛会であり、

草津クラブからも有意義な交わりであったとの御礼メ

―ルが来ている事、今月はEF, JEFの強調月間であり

これらの基金が国際協会や、東日本区で CS 活動の基

金として運用される。当クラブの新たな CS 活動にも

生かされる事を願うと。残り２ヶ月の評議会、区大会、

山梨 YMCA チャリティーランの行事に参加、協力の

要請がありました。 

薬袋メンの一言は、海外徘徊で訪れたベトナムで内

戦での勝敗についてベトナムの人々があまり蟠りが無

いことが戦後の我が国とはだいぶ違うのが、印象的だ

ったと。 

今月の卓話は、赤根メンの紹介で、（株）山梨園芸市

場専務取締役、山下貴代氏より「母の日を前に、“お花

の動向”」と題してお話頂きました。NHK甲府の「フ

ラワーガイド」のコーナーを最近まで担当され、顔な

じみの方も居ました。甲府で初めての生花市場をお父

様が始められたエピソード、続いて母の日の花の代表

「カーネーション」について紹介があり、最近流行の

多色の花びらのカーネーションを全員に一輪ずつプレ

ゼントのおまけ付での着色方法の説明していただき、

最近はアジサイが母の日の送り花として人気が出てき

ている傾向を受け、珍しい鉢植えのアジサイを６種類

準備頂き紹介してくださいました。自然の見事な色彩

に改めて魅せられ思わず即興のオークションとなり希

望者に提供頂き、更に落札金を献金くださいました。

手入れ方法の説明を教えて頂く特別講義付きの“お買 

い得”母の日プレゼントとなりました。「生活の中に多

くの花が身近にあるかないかは文化水準のバロメータ

と言われております。ぜひ何かにつけお花を身近に活

用ください。」と心和ませるお花の話をして頂きました。

有り難うございました。 

今月は JEF8（東日本区ワイズ基金）強調月間との

会長より案内が有りましたが、当クラブ駒田メンが①

東日本区監事のご奉仕をさせて頂いた感謝、②金婚式

を迎えた感謝、として３月にJEF募金をされています。

ワイズ活動に限らず日常の中で何か感謝の気持ちを表

す一選択肢の中に、JEF募金を加えましょう。 

 

 

 

 

茅野 崢メン 

旧聞に属することですが 1年に三回の手術をした報

告をします。 

 2015年 12月は私の 80才の歳になりましたので、記

念（？）して体の検査をしたいと思い立ち、主治医に

依頼してエコー検査をして頂きました。 

 そこで膀胱に腫瘍（後に癌と判りました）が見つか

り、山梨中央病院に紹介して頂き16年 1月に泌尿器科

で手術を受ける（3 日間）ために看護師さんに説明を

聞いておりました。ここで突然失神してしまいました。

一晩は何が何か判りませんでしたが、危機的な状況で

あったようです。 

 翌朝、なんの検査もなくペースメーカーを左肩に埋

め込まれ第 1級の障碍者になりました、手術は世間話

（？）をしながら痛くもなく終わりました。その入院

の間に動脈の狭窄が見つかり、ステントの埋め込みを

され、3日間の入院予定が 1か月近くになってしまい

ました。 

 そこで肝心の膀胱癌の方は腫瘍の成長があまりない

５ 月 例 会 報 告 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

会 員 ペ ン リ レ ー 

闘  病  記 
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ことと、心臓への影響を考えてなのか、11月に 3日間

の手術を終えることが出来ました。 

 ペースメーカーの検査は半年に一度、膀胱の検査は

３ヶ月に一度の検査で、癌への転化は無いとのことで

一安心です。 

 他人の闘病の話を聞いても何の足しにも成りません

が、誕生日に検査を思いたった事と、病院で倒れたこ

とに何かの幸運を感じます。 

 皆様も誕生日の身体検査をお忘れなく。 

 

 

 

 

茅野 崢メン 

富士五湖クラブ主催のこの大会は 4月 22日（土）富

士吉田市のパインツパークで開催され、主に郡内地方

の施設からから 100人の障碍者が集まりました。 

協議をヘルプする関係者は浅羽あずさ部長（東京山

手）大野次期あずさ部長（東京西）御殿場クラブ、東

京西、東京武蔵野多摩、東京サンライズ、東京八王子、

甲府 21、富士山部からは御殿場クラブ、当日夜、湖月

ホテルで行われる DBC締結の覚書締結のために訪れた

京都洛中クラブの面々と、協議を審判する山梨障碍者

フライングデスク協会、今年は河口湖に有る健康科学

大学の生徒も加わり天候にも恵まれ盛大な大会になり

ました。 

表彰式でメダルを掛け万歳をしてあげると満面の喜

びを表す様子を見ると富士五湖クラブの働きの大きさ

を知りました。 

我がクラブからは松村会長、古屋メン、茅野が出席

し、万歳三唱をしてあげました、私は第 1回から出て

いましたが昨年は病後の療養中で欠席しました。 

我がクラブでも、富士五湖クラブのこの事業や、松

本クラブの留学生支援アジア賞作文コンテストのよう

な事業を何か検討しても良いのではないでしょうか。 

 

第 7回 障碍者フライング大会 

IN 郡内大会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

                         松村禎夫会長 

5月13日（土）、高田馬場の 『東京ＹＭＣＡ 山手

コミュニティーセンター』 にて、浅羽部長期最後のあ

ずさ部評議会が行われました。東京、山梨、長野の11

クラブ、総勢65名の参加者で、甲府21クラブからは、

松村豪夫監事、寺田書記、佐藤副会長、廣瀬次期事業

主査、駒田メン、茅野メン、と小生の7名が参加しまし

た。 

 今回の評議会は、次年度（大野部長期）の役員体制

と事業予算案と活動方針が審議されました。部長には

東京西クラブの大野貞次氏、書記は同じく西クラブの

神谷幸男氏、会計も西クラブの鳥越茂代氏に、また当

クラブの廣瀬メンは国際・交流事業主査（次期部長予

定）として大野体制を補佐することに正式に決まりま

した。大野部長の部長主題は 「継続は力なり・一歩で

も前に・そしてあがこう」 というもので、会員増強が

叫ばれて久しいがなかなか前に進まない現状を一歩で

も二歩でも前に進めようという強い意思を表明されま

した。尚、来年2月の2回目の評議会は当クラブがホス

トクラブになっています。その時はみんなでサポート

したいと思います。 

 評議会の後、同じセンターの三階で「東京たんぽぽ

Ｙサービスクラブ設立15周年記念例会」が、全国30以

上のクラブから約130名の参加者のもと盛大に開催さ

れました。東京たんぽぽＹサービスクラブは、東日本

区では唯一の女性のみのワイズメンズクラブで、東京

ＹＭＣＡの不登校の子供を支援するプログラム 「ｌｉ

ｂｙ」 のサポートを主目的に設立された奉仕クラブで

現在でもわずか7名の会員で幅広い奉仕活動をしてい

るクラブです。記念式典では、初代会長でかつ元東日

本区理事を務めた越智京子氏の身内の越智美香氏（洗

足学園音楽大学大学院教授）のピアノ演奏や、相田麻

純氏の歌が披露されました。当クラブからは松村豪夫

メン、寺田メン、駒田メンが出席し、楽しい交わりの

時を持ちました。  

 

 

 

 

                         寺田喜長書記 

日 時 2017年 5月 6日（火） 18：30～   

会 場 YMCAセンター 

出席者 相川、小澤（智）、鎌田、功刀、駒田、 

佐藤、寺田、廣瀬、古屋、松村(禎）、薬袋、松村（豪）、

山縣     13名 

５ 月 第 2 例 会 報 告 

 

 

 

 

第三回あずさ部アトム評議会と 

東京たんぽぽＹサービスクラブ 

設立15周年記念例会に出席して 
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協議事項 

１、6月例会について 

日 時 2017年 6月 6日（火） 19:00～ 

 会 場 YMCAセンター 

 司 会：功刀メン， ひと言：山縣メン、    

ペンリレー：茅野メン 

 ゲスト卓話  ギッシュ山梨英和学院理事長  

２、5月 13日（土）のアトム評議会とたんぽぽ Yサー

ビスクラブ 15周年記念例会の参加報告  

評議会に松村会長、佐藤メン、松村（豪）メン、茅

野メン、廣瀬メン、駒田メン、寺田メンの７名が出席、

次年度あずさ部活動報告等審議された。その後のタン

ポポ記念例会には松村(禎）、駒田、松村（豪）、寺田

の４名が参加し、130名近い Y,s関係者が集い祝福し

たと、会長より報告が有る。 

３、6月 10日のチャリティーラン準備、役割分担につ

いて 

5月 11日の実行委員会の報告と、本日現在 31チー

ムの参加確定との報告、レース部の役割分担確認、６

月例会までに、現地図面に配置人員を記入し、提示す

る。 

４、6月４日に DBCクラブ草津が属する滋賀チャリテ

ィーランへの支援要請があったが、東日本区大会の日

程と重なる為、 協力不可の旨、返答する。又、来季

の合同例会を 4月 7日と提案されたが、ベビーカーコ

ンサートを予定しているので日程の変更をお願いする

こととした。 

５、佐藤会長期の事業計画と予算案の審議と確認 

第一例会で提案された佐藤案に対して多くの案が寄

せられ、各項目について、審議された。これをもとに

再提案を６月例会に提示することとした。（詳細省略） 

６、松村会長期の事業報告書作成について。 

会長総括、事業報告、・・・・・・会長 

表彰、褒章報告・・・・・・・・・書記 

会計報告・・・・・・・・・・・・会計 

７、東日本区大会参加者確認と移動手段について 

参加者、松村会長、駒田、功刀、佐藤、寺田、松村(豪）、

茅野。移動手段は参加者で調整する。 

８、6月ブリテンについて 

富士五湖クラブフライングディスク大会報告 

・・・茅野メンに 

アトム評議会報告・・・・松村会長 

たんぽぽ記念例会報告・・・・松村（豪）メン 

９、ベビーカーコンサート計画について 

（2018年 4月 7日開催予定） 

会場仮押さえ済、演奏者候補を確定する。 

１０、ロースター原稿の確認・・・・変更の有る方は、

会長に連絡する。 

１１、その他 

廣瀬次次期あずさ部３役について・・・・書記に小沢

（智）メンを希望し、会計は松村(禎）メンを含めたベ

テランを起用したいと廣瀬メンより提案有。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆   山梨ＹＭＣＡ 通信  ☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

      総主事 露木 淳司 

定期総会が無事終了しました。山梨YMCAの財政構

造はこの 10年で大きく様変わりしました。英語学校が

収益の半分を占めていた時代から、4本の柱で支えるス

タイルになっています。すなわち、学童保育（プライ

ムタイム）、介護保険事業（ぶどうの木）、野外活動、

そして英語学校です。そして今年から 5 本目の柱とし

て障がい児の放課後等児童デイサービスを立ち上げま

した。これらの事業が等しく安定して収益が上がるよ

うになれば、組織は安泰なのですが、もうしばらく時

間がかかりそうです。  

 今年の基本聖句は、今の産みの苦しみを耐え抜きた

いという願いの下に選びました。ローマの信徒への手

紙８章１８節「現在の苦しみは、将来わたしたちに現

されるはずの栄光に比べると取るに足りないとわたし

は思います。」です。２０２１年の７５周年を見据えて、

FOR  ALLをキーワードに、四代目となる新会館建設

を実現すべく、この夏より７５周年記念募金を開始さ

せていただきます。今後共、皆様のYMCAづくりに向

けて、より一層のご支援のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 チャリティーランが終わると本格的な夏モードに入

ります。今年も初めてYMCAの門をたたく子どもたち

をたくさん迎えられるよう万全の準備をして臨みま

す。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 


