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◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆ 

 新 し い １ 年   
会長 丹後佳代 

２０１７年、平成２９年がいよいよ始まりました。 

新しい年になると新しいことを始めようという気持ち

にもなります。 

皆さん、何か始めてみたいと思っていることはありま

すか？ 

新しいことを始めると気分も前向きになり、脳の活性

化にもつながります。 

脳は新しいことが大好きで、新しいことを始めること

によって、年齢に関係なく、脳は変化し続けます。ぜひ、

ちょっとしたことでも良いので、新しいことを初めてみ

てください。例えば、いつもと違った分野の本を読んで

みる。いつもと違った道を散歩してみる。いつもと違っ

た勉強をしてみるなど、まだまだ皆さんにとって新しい

ことはたくさんあると思います。クラブを活性化するの

にもやはり、「新しいこと」が必要です。新しい人を入れ

る。新しい活動を始める。今までの行事をちょっと違っ

た方法で実行してみるなど、いろいろクラブを活性化す

る工夫が必要です。特に新しい人に入会して頂き、皆さ

んにとっても、新しい会員にも脳を活性化するきっかけ

にして頂けたらと思います。皆さんの周りにも新しい年

に，何かを始めてみようと思っている人がいるかもしれ

ません。そんな人にワイズメンズクラブの入会を勧めて

みてはいかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

日時：2017 年 1 月 10 日(火)  会場：談露館  

担当：甲府２１クラブ   会費：４５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 際 会 長 主 題：私たちの未来は、今日より始まる    Joan Wilson（カナダ） 

アジア地域会長主題：ワイズ運動を尊重しよう      Tung Ming Hsiao （台湾） 

東 日 本 区 理 事 主 題：明日に向かって、今日動こう      利根川 恵子（川越） 

あ ず さ 部 長 主 題：あずさ部は賜物の宝庫。もっと活かそうぜ！ 浅羽俊一郎(東京山手) 

甲府クラブ会長主題：楽しみながら広げよう、ワイズの心   丹後 佳代    

■今月のことば■                                布能壽英会員 選 

「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は初めに神と共にあった。すべて

のものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。」 

（ヨハネによる福音書第１章第１節－３節） 

布能壽英会員選 

  甲 府 ク ラ ブ 

2017年 1月 会報 
●今月の強調目標 

 ＩＢＣ／ＤＢＣ 

 

  【１部 例会】    司会：稲垣浩司メン 

開会点鐘      甲府２１クラブ 松村禎夫会長 

ワイズソング･ワイズの信条    

会長挨拶･ゲスト紹介  松村禎夫会長･丹後佳代会長 

会員ひと言     野々垣健五メン  

諸報告      甲府２１･甲府クラブより 

ハッピーバースデー･アニバーサリー 

卓話者紹介     野々垣健五メン 

ゲスト卓話『“ＹＭＣＡ”が青少年の希望となる日！』 

－ 祈りの力に支えられて －            

日本ＹＭＣＡ同盟総主事 島田茂氏 

お礼の言葉       甲府２１クラブ 松村禎夫会長 

 

  【２部 懇親会】  司会：野々垣健五メン 

開会の辞        野々垣健五メン 

食前の祈り       後藤哲夫メン 

乾 杯     日本ＹＭＣＡ同盟総主事 島田茂氏 

会 食 

ミニ「マジックショウ」      甲府落語会 事務屋日の丸様 

ＹＭＣＡの歌   

閉会点鐘        甲府クラブ 丹後佳代会長 

          

プログラム 



甲府ワイズメンズクラブ 

 

2 

 

１２月クリスマス例会報告 
 甲府クラブ１２月クリスマス例会は、１２月１３日

(火)、ホテル談露館において開かれました。まず第１部

は、同館チャペルにて、日本キリスト教団韮崎教会の小

島仰太牧師の司式により、クリスマス礼拝が行われまし

た。「きよしこの夜」を歌い、牧師による「家畜小屋で

生まれた救い主」の説教と祈祷、そして「もろびろこぞ

りて」を歌いました。そして国際協力募金が集められま

した（献金額は 10,700円）。 

１８時４５分から、いつもの会場で第２部の、例会セ

レモニーが荒川会員の司会で始まりました。丹後会長の

挨拶では、今年の漢字は、いいこと（五輪の金メダルな

ど）も悪いこと（政治と金）

も混じりあった理由での

「金」だと紹介がありまし

た。また、例会を楽しみま

しょう、今後話を聞いてみ

たい方の希望なども寄せ

てほしいと、話がありまし

た。今月は英和大学の留学

生３名をゲストとしてお

迎えしました。 

 ハッピーバースデーの

あとは、いよいよ第３部の祝会。二子石会員に司会が代

わり、乾杯からクリスマスディナーです。おいしい食事

の後は、露木会員（主事）のギターで歌とクイズ。「ジ

ングルベル」

や「赤鼻のト

ナカイ」を皆

で歌い、クリ

スマスに関

するクイズ

が出され、正

解したテー

ブルから座

れるという趣向です。

写真は、検索が間に合

わないメネットのテ

ーブル。サンタクロー

スの衣装が現在の色

や形になったのはコ

カ・コーラの宣伝から、

など、意外な事実が知

らされました。最後は

「きよしこの夜」をし

っとりと歌いました。 

 丹後会長から出席会員一人一人に、お菓子とクリスマ

スカードのプレゼントも配られました。続いて、オーク

ショナーぶりが板についた北条さんに乗せられて次々と

お菓子や酒類を競り落とす、オークションとなりました。

売上金額の 38,200 円は、クラブ会計に繰り入れられます。 

（石川博） 

 

 

 

◎１２月２０日(火）１８：３０～２０：２０ 山梨ＹＭＣＡ 

◎出席者 丹後、標、仙洞田、大澤、マウントフォード、

荒川、石川 

【報告事項】  

○１２月例会報告 （左欄と４ページ参照） 

 例会も出席者が少ないが、礼拝は一桁の人数しかいな

い。担当者は例会の準備に当たるのではなく、礼拝に

参加するよう、スケジュールを調整したらいかがか。 

○松本クラブアジア賞授賞式（３ページ参照） 

 留学生との交流の時間が少なかったのが残念。 

○その他報告 ・浅羽部長より、あずさ部に関するアン

ケートが来ている。標会員が指名されているのでよろ

しくお願いしたい。 

【協議事項】 

○１月例会について・・・甲府２１クラブ担当で、プロ

グラム案が提示されている。島田総主事の話をたっぷ

り聞きたいので、いつもより１５分早く始めたい。会

費を４５００円とする。 

〇１月役員会について・・・１月２４日（火）、今後のク

ラブ活動について集中的に検討するよう、拡大役員会

兼新年会の開催を検討したが、様々な催しが次々とあ

るため、通常の役員会とする。 

○２月例会について・・・２月１４日（火）、ＴＯＦ例会

として、おにぎりとトン汁の食事、会場は山梨ＹＭＣ

Ａとする。卓話ではなく、今後のクラブ活動について

皆で議論する例会としたい。お年玉年賀切手、ペット

ボトルキャップ、使用済み切手、プルタブを回収する。 

○「お正月を遊ぼう」・・・甲府駅北口まちづくり委員会

に協力し、紙ひこうきを担当する。８時集合。 

〇富士クラブとの交流会・・・１月２８日（土）、下部ホ

テルにて。日帰りでも泊りでも。２１クラブの参加も

募ることにしたい（富士クラブ承認ずみ） 

〇次年度のあずさ部の事業主任(ユ

ース担当)を甲府クラブから出し

てほしいとの要請が来ているの

で、適任者を推薦したい。 

          （石川博） 

 1 ２ 月 役 員 会 報 告   

１２月のデータ 
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長野クラブ例会に出席 

仙洞田安宏 
 １２月２１日(水)、長野クラブのクリスマス&忘年例会

が開催されるというので、メーキャップも兼ねて出席し

ました。 

 嬉しい事に、

６月の東日本

区大会を準備

の段階からお

手伝い頂いた、

堀内雅俊さん

の入会式があ

りました。また、

大会に関係した方々(大会期間中常駐いただいた看護師

さん、ピアノの伴奏者、長野のファンドの洋梨・りんご・

皮革製品の生産者など)がゲストとして大勢参加され、賑

やかな例会となりました。 

 さらに、以前東京サンライズクラブに在籍されていた

青山史恵さん(現在、故郷の長野在住)も出席され、2017

年 1 月例会で入会される他、もうお一人の入会予定もあ

るということで、区大会ホストを契機に長野クラブが、

新たな歩みを始めていることを実感しました。 

 ただ、ひ

とつ残念な

ことは、チ

ャーター以

来３年間会

長を務めら

れ、クラブ

の礎を築かれた水﨑よし子さんが、１２月をもって退会

されたことです。ご年齢と今後の人生設計が理由とのこ

とですが、本当にお疲れさまでした。 

 調べてみましたら、平原さん、渡辺隆さんにひかれ、

善光寺平・長野市へ新クラブをとの思いで、信越放送と

小布施の新生病院に湯田勝彦さんを訪問したのが２００

８年の９月。以来、今回の例会まで５４回、長野へ足を

運びました。これは長野クラブ設立までの準備活動や、

区大会実行委員会が多くを占めていますが、善光寺参道

で実施した東日本大震災街頭募金や、甲府クラブがオー

ナーとなったリンゴの収穫、栄村例会なども含まれてい

ます。 

 例会後、森本会長、湯田さんとお茶をしながら、ＹＭ

ＣＡのない長野市でのクラブの方向性などを語り合いま

した。私にとっては甲府クラブ会員として一区切りつい

た例会参加でした。 

松本クラブアジア賞授賞式 
        ピーター・マウントフォード 

１２月１７日（土）、播隆上人はいつものように松本

駅のお城口側から北アルプスを眺めていて、その後ろの

深志神社で第１８回アジア賞授賞式が執り行われました。

参加者は甲府ワイズの丹後会長、大澤英二、露木淳司会

員とピーター・Ｍを入れて５８名でした。アジア賞は

1999年から毎年行われ、自費で留学しているアジア地域

の学生に向けの作文コンテストです。テーマは「留学に

よって切り開く人生」、「祖国と違う日本の風習、文化、

なぜだろう」、

「私の祖国、住

んでいる町、出

会った人々、学

ぶ大学」、「人

生の豊かさは？」

の四つで、今年

の応募者は２５

名でした。 

そして、中国、韓国、モンゴル、ベトナム、ネパール

とマレーシアからの学生１２名が、最優秀賞（１名）、

優秀賞（２名）、佳作（６名）、審査員特別賞（２名）

と山梨ＹＭＣＡ賞（１名）を授与されました。山梨ＹＭ

ＣＡ賞の受賞者は風邪で欠席でしたので、甲府ワイズ大

澤英二会員(山梨ＹＭＣＡ理

事長)は、代理者にプレゼン

テーションをしました。授賞

式の次に受賞者から「アジア

のひととき」という簡潔なス

ピーチがありました。そのう

ちの一人は朝鮮伝統民族芸

能、パンソリ、の演奏を紹介

し、もう一人は、中国は「爆

買い」だけではなく地理的に、文化的に多様性がある国

であるというもっと深い理解を求めました。 

記念写真を撮った後、受賞者との交流会が始まりまし

た。ご馳走を食べ、ビールを飲みながら学生さんと他ク

ラブのワイズメンと生き生きとした会話を交わしました。 

 

  
心臓移植のための資金協力のお願い 

茨城クラブの稲本修一会長のお孫さんが、拡張型伸筋症

を患っており、アメリカでの心臓移植の手術をめざしていま

す。稲本会長より、情報拡散の依頼がありました。クレジッ

トカードでの募金も可能です。下記を参照してください。 

「ひろくんを救う会」 http://www.savehiro.com/ 
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鈴木健司会員 メリー・クリスマス！ 昨年はクリスマ

スも祝えませんでした。この１年、皆様のお祈りとお支

え、ありがとうございました。来年が皆様にとって幸多

き年となりますよう、また、ワイズが盛んになりますよ

う、祈ります。 

大澤英二会員 韮崎教会小島牧師のクリスマスメッセー

ジに深く感動しました。平和な世界でありますように。 

（無記名） クリスマス礼拝に、ワイズメンが７名しか

参加していなくてびっくりしました。時間の問題でしょ

うか。もっと多くのワイズメンが参加できるくふうをし

てほしいと思います。 

 

   今後の予定 
 

 １月２４日（火） １月役員会 （１８：３０～） ＹＭＣＡ 

 １月２８日（土） 富士クラブとの交流会 （１８時～） 

 下部ホテルにて（日帰りも、宿泊も可能） 

 宿泊なしの場合、7,000円。 

申し込みはピーターさんへ（１月１４日締切） 

 １月３１日（火） 山梨ＹＭＣＡ常議員会 （18:30～） 

 ２月４日(土)～５日 第２回 東西日本区交流会 （東山荘） 

４日 14:00～「語ろう！ 未来につなぐワイズスピリットを！」 

  和歌山クラブとの交流会も開かれます。 

 ２月１１日（土・祝） 第２回 あずさ部評議会 （13:30～） 

  YMCA山手センターにて。ホストは東京サンライズクラブ 

  後半は知り合いを増やす交流会を予定。 

 ２月１４日（火） ２月ＴＯＦ例会 （１８：４５～） YMCA 

＊お年玉年賀切手  ＊ペットボトルキャップ 

＊使用済み切手  ＊プルタブ をご持参ください。 

 ２月１８日（土） 沼津クラブ５０周年記念例会(11:00～) 

  ニューウエルサンピア沼津 登録料 6,000円 

 

 

    1 月 Happy Birthday  

 

メ ン  中島達人( 3日)   仲澤昌郎（15日） 

      田草川すみ江(25 日) 

メネット 仲澤富枝(15日)   内藤妙子(16日) 

   
 

   １月 Wedding  Anniversary  

 

仲澤昌郎 ♡ 富枝(11 日)  渋江信俊 ♡ 政江(20日) 

内藤宥一 ♡ 妙子(29 日) 

 

皆様、新年あけましておめでとうござ

います。冬休みのプログラムも無事終

了し、本年度も残すところあと僅かと

なりました。今年度から理事や評議員

を増員し、甲府、甲府２１のワイズメン２名を正式な常

議員とするなど、役員体制を強化しました。皆様のご協

力の下、来るべき将来計画の成就と事業の拡大に向けて、

着々と準備が進んでいます。2017 年も引き続き山梨ＹＭ

ＣＡへのご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申

し上げます。（露木） 

 

 

ニコニコメッセージ 

   

会員数   ３８名   例会出席 ２３名   

メーキャップ １名   出席率   ６３％ 

メネット ６名（荒川・大澤・標・武田・中島・北条） 

ゲスト  ３名  山梨英和大学留学生 

 張ちょう康こうさん 男性 ３年次生 中国出身 

曹そう俊しゅんさん 女性 ３年次生 中国出身 

崔ちぇユルギさん  女性 交換留学生 韓国出身 

ビジター  １名 奈良田和也会員（甲府２１） 

ニコニコボックス 10,068 円 (累計 57,868 円) 

１２月のデータ 

他クラブのブリテンがネット上で見られます 

方法 → ワイズメンズクラブ東日本区のサイトから、ブ

リテンのページに行きます。（以下のアドレスです） 

https://ys-east.jimdo.com/bulletin/ 

甲府クラブを始め、約４０クラブのブリテンが、掲載さ

れています。クラブにより、過去数か月から数年分を見

ることができます。最近の他クラブのブリテンから、甲

府クラブに関する記事を二つ紹介します。 

一つは、仙台クラブの１２月号です。「他クラブブリテ

ンより」のコーナーに、甲府クラブ１１月号の丹後会長

の巻頭言「幸せホルモン」全文が引用されています。 

もう一つは、八王子クラブのやはり１２月号です。こち

らでは、「甲府クラブ例会訪問報告」として、長谷川あ

や子会員と、ＩＹＣの話をしていただいた、中央大学の

須郷さんと佐宗さんが感想や例会のレポートをお書き

になっています。佐宗さんの感想の一部。「ある方から、

“ＩＹＣがユースの方たちにとって貴重な経験であっ

たということを知り、プログラムを遂行して良かった”

と感想をいただき、私自身プログラムを提供してくださ

った皆さまへの感謝の意を改めて感じました。発表をも

ってその恩を返すことができたと思います。」（石川博） 

 

ＹＭＣＡ

たより 


