
会長挨拶　
～新会長就任に際して～

～7月例会プログラム～

甲府21ワイズメンズクラブ会長　荻野　清
日時：　2019年7月2日（火） 午後6時半～
会場： 岡島ローヤル会館（甲府市丸の内1-21-15 岡島百貨店8F)
会費：　メン　3,000円　メネット　1,000円
 　　司会：米長 晴信メン 　　伴奏：荻野 優子メネット
◆第一部　甲府２１ワイズメンズクラブ総会
　①開会点鐘   　野々垣健五会長
　②ワイズソング・ワイズの信条
　③今月の聖句・ひと言  　功刀　弘メン
　④会長挨拶   　野々垣健五会長
　⑤ゲスト・ビジター紹介 　 　野々垣健五会長
　⑥あずさ部長 挨拶  　赤羽美栄子部長
　⑦総会議事・・議長選出
　　１）事業報告・決算報告承認の件
　　２）監査報告  　 　松村禎夫メン
　　３）決算承認
　　４）新役員承認の件
　　５）新旧会長バッジ交換
　　６）新会長挨拶・議長交代 　荻野清　新会長
　　７）事業計画・予算承認の件
　　８）その他
　⑧総会終了
　⑨新会員　入会式　　　　　 進行： 駒田勝彦　EMC・G
　⑨諸報告   　
　⑩YMCAの歌
　⑪閉会点鐘   　荻野清　新会長
　　　　 　　＜休憩　　５分＞
◆第二部　懇親会
　①開会の辞   　荻野清　新会長
　②来賓あいさつ 　栗本治郎東日本区change2022委員長
　③新会員あいさつ  　新会員２名挨拶
　④食前の感謝   　松村禎夫メン
　⑤乾杯　　　　   大和田浩二　あずさ部地域奉仕事業主査
　⑥食事・懇親　
　　＊アピールタイム　元・JICAﾎﾞﾗﾝﾃｨｱケニアＯＢ  松本公夫様
　⑦当月バースデイプレゼント 　荻野清　新会長
　⑧スピーチ  　 　山梨YMCA 中田純子氏
　⑨中〆   　 　佐藤重良監事

甲府21ワイズメンズクラブ　奈良田和也
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メン
　鎌田　　巖　７月　４日
　相川　貴宏　７月１５日
　功刀　　弘　７月２６日
　　　　　　　　

メネット
　松村　保乃　７月２０日

敬称略

甲府 21クラブは、今
期で 29年目を迎え、
来期のチャーター 30
周年へバトンを渡す
という大切な年度と
なりました。
私は、2015-2016 駒
田年度の 12月クリス
マス例会において入
会をさせて頂き早 5
年目となりました。
伝統あるクラブ会長

を仰せつかり戸惑いもありますが、YMCAの活動支
援や地域社会へ奉仕するというワイズメンズクラブ
精神のもと、本年度の主題「対話と実行」を念頭に、
皆様方のご協力とご支援のもと、微力ながら “甲府
21クラブ” の舵取り役をさせていただきます。
当クラブは、新年度早々から 2名の新入会員が誕生
し、総勢 34名という、あずさ部内でも有数のクラブ
となり、今後の会員増強に、さらに期待が高まります。
また、当たり前かもしれませんが、日頃から当クラ
ブのメン・メネット連携が素晴らしく、主要イベン
トやそれに伴う準備に勤しんでいるシーンに感激の
連続。この甲府 21クラブ精神を引き続き堅持し、わ
れわれは、年度内の大小のイベント（あずさ部こう
ふ開府 500 年評議会、諏訪湖花火納涼会、ぶどう棚
下例会、現山梨YMCA青少年センター最後のバザー
及びベビーカーコンサート等々）を滞りなく遂行し
ていきたいと思います。
 ところで、上述のチャーター 30周年へ向けての記
念事業委員会が発足されました。佐藤委員長の号令
のもと、メン・メネットが、一人一役を成す中、わ
れわれは、次期年度での「甲府 21ワイズメンズクラ
ブ創立 30周年記念例会」を成功裏に導いていきたい
と思います。また、東日本区から 2021 年 6月の第
24回東日本区大会のホストクラブとしての要請を受
諾しております。次年度へ向けて、期待を込めて今
年度、“楽しく、元気に、奉仕しましょう”。よろし
くお願い申し上げます。

「働き方改革」、残業はさせず、有給休暇はすべて消
化させよというのが政府の方針です。
これは日本の人口減少から来ています。人口が減れ
ば、労働力不足となります。この労働力不足を解消
させる為、働き手を増やし、出生率を上昇させ、労
働生産性を向上させる必要があります。これを実施
させようとする政策が「働き方改革」です
　建築設計事務所は元来「仕事を教えてもらう、見
て盗む」という徒弟制度でした。近年では組織化さ
れて給料制となっていますが、半世紀ほど前はお手
当という感覚でした。
　事務所に寝袋があり泊まり込みで仕事をしていた
ような時代もありました。建築設計事務所という働
き方改革とは縁のないと思っていたわが事務所にも
働き方改革の波は押し寄せてきました。
　私がこの業界に入ったときにはまだまだ前時代の
名残が残っていて、大学卒業初任給の月給が 12万円
（の時代に）設計事務所は 6 万円でした。周りを見て
も設計事務所はみな同じようなものだったのでそん
なものかと思い働き出しました。しかしこれはおか
しいのではないかと務めているときには感じていた
ので、独立して設計事務所を設立して 5年目に所員
を雇うことになったときに「残業代は出す、日曜日
は休む、退職金も出す、有給制度とする」と決めて、
当時の設計事務所では、結構革新的でした。
　昨年、あることをきっかけに、労働基準監督署か
ら指導を受けました。今までは、設計事務所など労
働基準監督署の番外地的な感じでしたが、現行法に
合わせなさいということで。独立して 30年たつと、
就業規則にも時代と合わないところがあるので全面
的に改訂しました。現在山梨の設計事務所の中では
もっとも進んでいる就業規則のある設計事務所のは
ずです。
　すると、必要労働者数が増えます。政府の思うつ
ぼです。そこで所員の募集をかけます。現在は設計
事務所、建設会社はいずれも若い人の募集は非常に
少ないです。今この業界に入って技術を身に着けれ
ば 20年後には、かなり良いポジションにつけると思
いますが、そこまで我慢ができないようです。過日
うちの事務所で、募集をかけたところ 3人問い合わ
せがありましたが、
いずれも私より年上
の人でした。
　皆様の知り合いで
設計に興味のある若
い人がいたらぜひ紹
介をお願いします。
はまればやりがいの
ある楽しい仕事のは
ずです。

第 22回山梨YMCAインターナショナル・チャリ
ティーランが 6月 8日（土）、小瀬スポーツ公園
の補助競技場にて開催されました。今年も奇跡的
な晴天に恵まれて、ワイズメンの皆様の献身的な
ご奉仕を賜り、盛会のうちに幕を閉じました。こ
こに心より感謝申し上げます。13日（木）には反
省会も行われ、早くも来年に向けてたくさんのご
意見やアイディアを賜りました。ありがとうござ
いました。
6月 22日（土）には山梨YMCA現会館での最後
の総会が開催されました。会員の皆様に多数お集
まりいただき、2018年度の事業報告、会計報告、
及び 2019年度の事業計画・予算が承認されまし
た。昨年度一年間で児童発達支援事業が大きく成
長し、南西望みの家に加えて、田富恵みの家とい
う拠点も与えられました。これにより従来の基幹
事業である英語学校、野外活動、ぶどうの木、プ
ライムタイムをすべて超えて、現在最も大きな予
算規模を有する主要な事業となっています。この
5本の柱に支えられて山梨YMCAの収入総額はい
よいよ 1億円を超えることとなり、2019年度の
予算ではさらに 5千万円の増額を見込んでいます。
これは児童発達支援事業がこの 4月から 3拠点フ
ル稼働になったことに加えて、プライムタイム（学
童保育）の甲府市からの委託が 1拠点追加された
ことによるものです。
今後、新会館オープンと同時に
小規模保育所や第２のぶどうの
木が誕生します。さらなる急成
長を続けるYMCAですが、同
時に運営体制や設備、プログラ
ムの質の整備も急がれます。引
き続き皆様からのご協力ご指導
のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

あなたの入会時のときめきと多くの経験をワイズのために！赤羽　美栄子（松本クラブ）
荻野　清

山田　敏明（十勝クラブ）

『対話と実行』

勇気ある変革、愛ある行動
Action!

ブリテン委員長　後藤哲夫

HAPPY BIRTHDAY IN JULY

イエスが船に乗られると、悪霊に取りつかれていた人が、一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないで、
こう言われた。「自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにして下さったことを
ことごとく知らせなさい。」　          マルコ 5章１８－１９  功刀　弘 選

6月の出席率
（2019年 6月末現在）

例会出席数・・・・　 ２４名
第二例会のみ出席・・     ５名
 　　　　合計 ２９名
29÷32　　　・・・　９１％

３２名

「建築設計事務所の従業員募集中」

新会館の図面

6 月の２大イベントが無事終了しました

廣瀬健メン　エルマー・クロウ賞受賞！
国際協会本部から、2018-2019 年度に卓越した働きをなされ
た部長に対する「エルマー・クロウ賞」の受賞者が発表され
ました。
東・西日本区からの受賞者は、以下の 3名の方々です。
東日本区
あずさ部部長　廣瀬　健さん（甲府 21）
湘南・沖縄部部長　佐藤節子さん（厚木）
西日本区
九州部部長　上村眞智子さん（熊本ジェーンズ）



甲府21ワイズメンズクラブ会長　荻野　清
－　更に一歩進んで、上を目指そう ‼ －「東日本区大会報告」「６月例会報告」

チャリティーラン実行委員長　佐藤　重良

「第 22回山梨YMCA
インターナショナル・チャリテーラン 2019」に参加して」

甲府２１ワイズメンズクラブ　　野々垣 健五甲府２１ワイズメンズクラブ　松村禎夫

はじめまして　新入会員挨拶
甲府２１ワイズメンズクラブ　山本　俊一

７月　JULY  2019 年（令和元年） ７月　JULY   2019 年（令和元年）

「あなたが走るとハッピーになる子供たちが増えます」の
キャッチフレーズで、チャリティーランは全国のYMCA
で開催されています。そして山梨YMCAでは 6月 8日
に多くの個人・会社・団体様から暖かいご支援をいただ
いて開催されました。

　協賛金　  参加チームが ５１チーム
　物品の協賛が　  　　 ２４件
　支援金協賛が    ２３件　
　代走ボランティアが　 　　  １６２名
　運営ボランティアが   ７８名　でした。

甲府 21クラブからは、早朝 7時 30分集合で準備しまし
た。クラブ員・メネットさんを含め合計３３名の参加で
した。
　9時 30分開会式。リレーは定刻通り 10時スタート。
51チームが一斉にスタートし（５名のリレー方式・1人
あたりの走る距離は１・１Km）。早いチームは16分でゴー
ルしました（NTT東日本　山梨支店　走ろう会のチーム）。
最終チーム（山梨ＹＭＣＡ　キラキラ教室チーム）でも
30分台でゴールし、10時 30分にはレースは終了しま
した。みんな走るのが大好きの人たちで、中には「スピー
ド」を楽しむチーム、「コスチューム」を楽しみながら走
るチーム。小さい子供たちのチームも大人のチームと同
じコースを一生懸命走りました。子供を伴奏するのに赤
ちゃんを載せた乳母車で走るお母さんもいました。
　今年から私の提案で　「タイムを競うのでなく楽しく走
ろう」、とタイムの測定は 5位までとし 6位からは順位の
みとしました。初めての試みとして「ラッキー順位賞」
を設けました。ラッキー賞はCR第 22回なので 22位と
しました。ラッキー賞を獲得したのは㈱ユニオンサービ
ス・代走チームの　「山城サッカースポーツ少年団」でし
た。発表をしたらグランド全体に響き渡る大きな歓声が
上がりました。
　甲府 21は毎年レース部門を担当しています。
本大会の反省点もたくさんありますが今後の課題として
取り組みましょう。
第 22回大会は　皆様のご協力で　楽しく無事終わること
ができましたことを感謝申し上げます。

甲府 21の 2018 年度会長職を、2019年度会長の荻
野メンに無事、バトンタッチ致しました。
皆様より沢山、沢山いただいたご協力に 心より感謝申
し上げます。有難う御座いました。
あずさ部の廣瀬健部長と共に、一人一人のメン、又、
新会員メンバーとチャーターメンバーとの折り合いも
徐々に良くなって参りました。
今年度は 32名というメンバー数迄、やってきました。
甲府 21の活動は、一体化と奉仕に徹し、相互の信頼、
研鑽、そして、「C」を根っこに置いて続けてきていま
す。この一年、山梨ＹＭＣＡの活動に対する支援は充
分に出来つつあると思います。更に、今の山梨ＹＭＣ
Ａは大変革を成し遂げ様としている大変大事な時期を
迎えております。それに
応じて、メンバー内の意
識も「変わろう」という
気運になっており、新メ
ンバーにも伝わってきて
います。これから先は、
日本のＹＭＣＡ活動の中
でも珍しい存在になれる
のかなと思います。山梨
の人口がどんどん減って
いく中で、32名から 34
名へとメンバーを増やし
ていく 2019年度の目標
があります。お一人、お
一人の意識とメンバーの
協力で、仲間を少しずつ
増していきましょう‼

日時　2019年 6月 4日　19：00～
会場　山梨YMCA青少年センター
司会　廣瀬メン
今月の例会は、2018-2019 野々垣年度の結び例会で
した。野々垣会長の点鐘に始まり、古屋メンから今月
の聖句（エレミヤ書 31章 17節）「あなたの未来には
希望がある、と主は言われる。」のお話しをいただき、
山県メンの “会員スピーチ” では、過日の合同例会時
に同室となった、新入会員の依田友紀さんとの意見交
換で次代のワイズ像を見た、との新風が吹いてきたお
話がありました。
そして会長挨拶では、野々垣会長は、本年度の総括の
お話と、今後のワイズメンズクラブ
の方向性を力説され、次々年度の当
クラブのチャーター 30周年記念事
業および第 4回東日本区大会のホス
トクラブとして、歩みを続けていき
たいとのお話をされておりました。
また、会長のゲスト・ビジター紹介
では、先日東京代々木で開催された
「第 22回東日本区大会」において、
東日本区奈良傳賞を受賞された、山梨YMCA理事長の
大澤英二様と奥方の祥子様の紹介がありました。続い
て、山梨YMCA語学国際事業ディレクターの福田奈理
子様の紹介をされ、当クラブが検討中の IBCへの候補
クラブの一つとして、バンコクYMCAをサポートする
“バンコクワイズメンズ
クラブ” とその現状を
卓話として要請されま
した。その卓話は、タ
イ国山岳農村地帯の子
供たちへの教育支援と
いう、バンコクYMCA
プロジェクトの様子と
それを支援するバンコ
クワイズメンズクラブ
というものでした。“ゴールデン・トライアングル” 周
辺という非常に危険な地帯での、その地に住む子供た
ちへの教育の実践とそれを支援するという途方もない
アクションに驚きを隠せませんでした。
直近に迫った「第 22回山梨YMCAチャリティーラン」
実行委員長の佐藤メンは、タイムトライアルへの疑問
と大人と子供が混在するという競技のあり方への警鐘
をしつつ、当クラブが率先して大会を牽引していこう
と、メン・メネットを鼓舞しておられました。また、
大会当日のスケジュール等の話が、レース部長の荻野
からありました。
続いて、次期クラブ会長の荻野より 2019-2020 年度
の事業計画の概要が話され、その後、各委員会の分科
会がおこなわれました。活発な意見が交わされ、有意
義な時間が持たれました。
諸報告では、野々垣会長から年度内での第 2例会の盛
況を推し進める中、現行の柳町カフェの移転（近所内）
のお話があり、今後の実行が期待されます。会長の閉
会点鐘にて年度末例会が滞りなく終了しました。
　盛り沢山のプログラムでしたが、全員が真剣な眼差
しで一つ一つのプログラムご対応、ありがとうござい
ました。

第 22回東日本区大会が、 2019 年 6月 1日、2日
に東京代々木のオリセンで 開催されました。当ク
ラブからは 1日土曜日は、１２名が参加し、翌日
は廣瀬あずさ部長、荻野副会長、と宿泊組の駒田
夫妻、の４名が参加しました。
オープニングセレモニーでは華麗なＴＷＩＲＬに
よるバトントワーリングがあり、続いて恒例のバ
ナーセレモニーにて会場が盛り上がり、開会式へ
と進みました。東日本区アワー①では、歴史研究
者の森重昭さんによる記念講演「もうひとつのヒ
ロシマ、灯籠流し」と一緒にドキュメンタリー映
画『灯籠流し』の上映がありました。しかし、会
場が大きいせいか、音声が割れていたし、字幕も
見難かったので、内容がよくわからず、一寸残念
でした。そこで、帰りのバスの中で該当内容につ
いてネット検索していたら、下記の会見リポート
と、Ｙｏｕ　Ｔube 会見動画を見つけましたので、
関心のある方は下記のアドレスにアクセスしてみ
てください。
https://www.jnpc.or.jp/archive/conferences/3
3513/report 
https://www.youtube.com/watch?v=nfaGg7U
uG04

尚、該アワーで山梨YMCA理事長大沢英二さんが
「奈良傳賞」を受賞されました。その時の受賞あい
さつで奈良傳さんと山梨ＹＭＣＡとの関係につい
て触れられておりました。翌日の東日本区アワー
②における表彰式においては、理事特別賞とＥＭ 
Ｃ－Ｍ最優秀賞、およびその他７つの優秀賞を荻
野次期会長が壇上にて受賞しました。
＜受賞一覧＞
理事表彰
★理事特別賞　SNS活用の先駆けとしてクラブ
フェースブックを駆使、Y、ワイズ関係者以外への
ワイズの認知度向上に寄与すると共に、入会候補
者開拓にも繋がっています。
地域奉仕事業表彰
☆ＣＳ献金達成賞　☆ＡＳＦ献金達成賞　☆ＦＦ
献金達成賞
会員増強事業表彰
ＥＭＣーＭ部門　
★最優秀賞（最も多くの新入会員を獲得したクラ
ブ）
ＥＭＣーＣ部門
☆ノンドロップ賞（退会者ゼロ）
国際・交流事業表彰
☆ＢＦ献金達成賞　☆ＴＯＦ献金達成賞　☆ＲＢ
Ｍ献金達成賞
ＹＥＳ献金達成賞
全献金達成クラブ（献金事業７種全てを目標達成
したクラブ）とした２４クラブの１つとなりまし
た。（５９クラブ中）　

□出席者　「ゲスト」大澤英二・祥子夫妻、福田奈理子、野々
垣和宏、山本俊一
「メン」赤根、飯田、荻野、小澤公、小野、鎌田、功刀、輿水、
後藤、駒田、作田、佐藤、清藤、露木魁、奈良田、野々垣、廣瀬、
古屋、藤原、松村禎、薬袋、山縣、依田、米長「メネット」相川、
荻野、野々垣、古屋、松村仁、依田（敬称略）

今から５年近く前に、山梨YMCAのお
手伝いをするようになって以来、甲府
２１ワイズメンズクラブの皆様方にも
お目にかかるチャンスはありましたも
のの、小心者の私はなかなかお声をか
けることも出来ず、臍をかんでおりま
した。今回野々垣会長からのご紹介でク
ラブに関わることができたことを喜んで

おります。遠隔地組なので、「付き合いが悪
い」と言われないよう、「インターネット」を駆使し
て参画して参ります。宜しくお願い申し上げます。

はじめまして　新入会員挨拶
甲府２１ワイズメンズクラブ　野々垣 和宏

初めまして。野々垣 和宏と申します！
YMCAと言えば、遥か 40年前の小学
生の時に山梨YMCAのバザーに行った
ことを思い出しました。その時は、出
店でカレーなどを沢山食べてました。
ここ数年、バザーのお手伝いをしてる時

にお子さん達が、わいわい楽しくしてる
の を見てうれしくなりました。ご縁があり新し
くメンバーになりますので、若輩ながらもご指導ご
鞭撻の程よろしくお願い致します！


