
 

 

 

 

 

 

国際会長主題     Talk less, Do more 

アジア会長主題     Start Future Now 

東日本区理事主題   誇りと喜びを持って 

あずさ部長主題    スピードを持って前に進もう 

甲府２１会長      参加しよう 
 

   

    

 

 

 

 

２０１５年４月例会 
 

日  時 2015年４月７日（火）19:00 ～ 

会  場  山梨ＹＭＣＡセンター 

司  会          松村 豪夫メン 

開会点鐘           薬袋 勝会長 

ワイズソング 

ワイズの信条 

会員一言          中島 竹男メン 

会長挨拶          薬袋 勝会長 

ハッピーバースデー 

ワイズディナー 

卓話 

「 エンデの遺言 」 

茅野 崢メン 

諸報告 

ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘           薬袋 勝会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 』 

４月の誕生者 

 

メン    稲垣浩司メン    （２４日） 

 メネット  該当なし  

 
 

３月のデータ（在籍数１９名） 

 
３月例会出席者数            １７名 
           ゲスト４名  以上２１名 
３月第二例会出席者数           １１名 
出席率                ８９．４７％ 
ニコニコ募金            ９，９６０円 
ニコニコ募金累計        ８６，１４８円 

                    
★今月の聖句★ 

わたしたちは見えるものではなく  

見えないものに目を注ぎます。  

見えるものは過ぎ去りますが､ 

見えないものは永遠に存続するからです。  

  コリントの信徒への手紙 Ⅱ 4 章 18 節   中島 竹男 選  

 

２０１５ 

４月号 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○ 

○ ４月１７日（金）第３回チャリティーラン常任実行委員会  ＹＭＣＡセンター       18時～ 

○ ４月２１日（火）第２例会                ＹＭＣＡセンター ～若奴食堂  18時 30分～ 

○ ５月 ９日（土）第３回あずさ部評議会          岡島ローヤル会館       13時～ 

○ ５月１２日（火）第１例会                ＹＭＣＡセンター        19時～ 

 



 

 

 

 

              薬袋 勝会長 

 

今年の桜の開花は、早いと言われているので（これ

を書いている時にお城の桜が咲き始めました）、4月例

会が開かれる時にはすでに散り始めていることでしょ

う？？季節の分かれ目に必ず咲く桜とその後の桃の花

は、私達の生活の時間の流れにアクセントを加えてく

れ、楽しませてくれます。 

40年以前ブラジルで生活していた時、そこは熱帯の

ため特定の花の開花による季節感がなく寂しい思いを

しました。5年前、アルゼンチンで 2年間の生活を始

めるにあたって、赴任先が亜熱帯に近い地域のため、

季節感のないブラジルでの生活と同じ思いをするでは

ないかと諦めておりました。現地に到着した5月は、

南半球のため秋が始まる時期になります。予想した通

り、紅葉、落葉もなく真冬の 8月に徘徊の道で霜を 2

回ほど見た程度で、昼は Tシャツで冬を過ごしました。

春を迎え、花の季節を諦めていたところ、街路樹にピ

ンク色の花が咲き、その後紫色の花が咲き始めました。

ピンクは、ラパッチョ、紫はジャカランダと呼ばれて

います。いずれも、色は濃く、花の型は筒状で桜とち

ょっと趣は変わりますが、樹全体に咲き誇り、はらは

らと散るのでなくぽたぽたと落花し地面を花の色で染

める風情は、春爛漫が感じられホッとし、2 年間を何

とか過ごせる思いがしました。 

何気なく見てきた桜や桃、それからラパッチョやジ

ャカランダが地球温暖化により、このまま進むと同じ

場所で見られなくなる可能性があると言われておりま

す。100 年後の世界でも、桜の開花が何気なく感じら

れる春なるのか心配です。 

ところでジャカランダは、スペイン語では Jを Hの

発音でしますのでハカランダと呼んでおります。 

 

 

 

 

               松村 禎夫 

 

と き： ３月３日（火） 午後７時から８時半 

ところ： 山梨ＹＭＣＡ２階ホール 

甲府 21出席者（17名）： 

相川、稲垣、鎌田。功刀、輿水、駒田、佐藤、清藤、 

茅野、寺田、野々垣、廣瀬、古屋、松村（禎）、薬袋、 

松村(豪）、山県 

ゲスト出席者（4名）： 

中井俊機、中込久美、内田和彦、立澤恵美子 

 

 定刻より若干遅れて、司会松村（禎）、薬袋会長の開

会点鐘、で始まりました。ワイズソング、ワイズの信

条斉唱の後、今回の会員の一言では、寺田メンがワイ

ズの先輩で第 5代の会長だった故西川佳宏さんの想い

出が語られました。 

会長の挨拶では、今回の４人のゲストである「スペシ

ャルオリンピックス日本・山梨」の面々に関連して、

甲府 21が取り組んでいる４月開催の「障がい者フライ

ングディスク大会」の紹介があった。ハッピーバース

デーは、松村豪夫メンがお祝いされました。松村豪夫

メンの７３歳の誕生日が、会合前日の２日で、子ども

達から誕生祝いにハイカラなセ―タをもらったとかで、

当日の会にそれを着用して悦に入っていました。 

ワイズディナーの後のゲスト卓話は、中込俊機副理

事長から、障がい者福祉の現状と海外の福祉事例につ

いて紹介がありました。障がい者福祉は、現在日本で

  

４  月  会  長  挨  拶 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

３  月  例  会  報  告 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



は①身体障がい、②知的障がい、③精神障がい、を対

象にしており、④発達障がいはまだ明確なケア―がな

されていないが、海外では発達障がいも街ぐるみでケ

ア―されていることが紹介されました。その後、中込

久美コーチから、2001 年に山梨でも知的障がいのある

子供達を支えるお母さん、お父さんが中心になって始

まったスペシャルオリンピックスが紹介されました。

知的障がい者が生き生きとフィギュア・スピードスケ

ートやフロアホッケー競技で活躍しているビデオを中

心に各種競技会の活動状況を報告して戴きました。小

生はこれまでこのような活動があることを知らなかっ

たので、とても新鮮な思いがしました。 

ゲスト卓話のあと、露木総主事から最近のＹＭＣＡの

状況について報告がありました。山梨ＹＭＣＡは、2021

年の７５周年に向けて、『学童保育』や『ぶどうの木』

の拡充や会館のリニューアル、７５年史の発行、等に

じっくり時間をかけて活動を進めているとの報告がさ

れました。 

 

 

 

 

 

              松村 禎夫 

昨年秋に出版された二つの本（一つは「ペーレルス・

副題：告白教会の弁護士」著者：雨宮栄一で、もう一

つは『ヘイト・スピーチに抵抗する人びと』著者：神

原元）に共通するのは「レイシスト」すなわち差別主

義者についてでした。具体的には、前者の本での対象

がナチス時代におけるヒットラー政権のユダヤ人迫害

であり、後者の対象は２０００年代に入って目立って

きた日本のネット右翼による、在日韓国・朝鮮人に対

する憎悪や差別です。前者の本はヒットラー政権時代

のドイツにおいて、バルトやボンフェッファー、ニー

メラが担った『ドイツ教会闘争』を信徒側で関わった

多くの人々の一人である若い弁護士の生涯の歩みを記

述した本で、このペーレルス弁護士は、１９４５年４

月にソ連軍がベルリンを攻略している最中にベルリン

路上でゲシュタポに虐殺された方です。後者はここ数

年本屋さんで山積みされている嫌韓・反中本や各地で

行われてきたヘイト・スピーチに対抗する市民運動を

担ってきた方の現場報告です。 

これらの本を読んで、先のワイズ新年例会でも述べ

たように小生の今年の課題の一つとして『ワイマール

体制からナチス体制に移行したドイツと平和憲法の平

和主義から積極的平和主義に移行しようとしている日

本との、歴史的類比性』を考えようとしております。 

これに関連して、思い出すのは二年前に、麻生副総

理が「ある日気づいたら、ワイマール憲法がナチス憲

法に変わっていた。だれも気づかなかった。あの手口

に学んだらどうか」(２０１３年７月)との問題発言と、

年末の紅白歌合戦での桑田圭介のちょび髭や正月明け

のＴＶ番組「サンデーモーニング」での寺島実郎発言

（＊）などによって「安倍首相とヒットラーの類似」

について一時ネット炎上したことです。 

（＊：「民主的手続きの中からヒトラーは生まれた。気

をつけなくてはいけないのは、笑顔で迫ってくるファ

シズムが、どんな時代にも顕在的に横たわっているこ

と」） 

 

私としては、ヒットラーと安倍首相が類似している

とはとても思えないが、その時代雰囲気にある種の類

似性を感じざるを得ません。一方、先日ドイツのメル

ケル首相が訪日して、歴史認識や原発問題で発言した

ことで、戦後のドイツと日本の違いと類似性について

メデアで色々話題になっていることに一寸注目してお

ります。 

 

『ワイマール体制からナチス体制に移行したドイツ

と平和憲法の平和主義から積極的平和主義に移行しよ

うとしている日本との、歴史的類比性』を考えること

は、私にとっては「今日の日本の社会的・政治的状況

におけるキリスト教界の状況とナチス時代のドイツの

キリスト教界の状況で、何が違って、何が同じなのか」

を考察することに繋がります。そこで気になるのはニ

ーメラが述べたという、 

「ナチが共産主義者を襲った時、自分はやや不安に

なった。けれども結局自分は共産主義者でなかったの

で、なにもしなかった。それからナチが社会主義者を

攻撃した。自分の不安はやや増大した。けれども依然

として自分は社会主義者でなかった。そこでやはり何

もしなかった。それから学校が、新聞が、ユダヤ人が、

というふうに次々と攻撃の手が加わり、そのたびに自

分の不安は増したが、なおも何事も行わなかった。さ

てそれからナチは教会を攻撃した。そうして自分はま

さに教会の人間だった。そこで自分は何事かをした。

しかしそのときにはすでに手遅れだった。」 

という警句です。 

  

会 員 ペ ン リ レ ー 

ドイツと日本の類似性について 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



ここで、『共産主義者』あるは『ユダヤ人』を『在

日韓国・朝鮮人』に、『ナチ』を『ネット右翼』に入

れ替えてみれば、今私たちが立たされている地点が明

確になるのではと思っています。その上、安部政権は

２０１３年１２月に特定秘密保護法を国会で成立させ、

２０１４年４月に、武器輸出三原則に代わる新たな政

府方針として『防衛装備移転三原則』を閣議決定し、

７月の集団的自衛権を認める閣議決定を行い、１２月

に特定秘密保護法が正式に施行され、現在集団的自衛

権を認める閣議決定に基づいて、『国民を守るための切

れ目のない安全保障法制の整備』を着々と進めている

日本の現状を考えると、このまま手をこまねいていて

良いのか？と言う不安に駆られています。ワイズの皆

さんは如何思いですか？ 

 

 

 

 

              駒田 勝彦 

日 時 2015年 3月 17日（火） 午後 6時 30分より 

場 所 山梨 YMCA 

出席者 相川、稲垣、鎌田、功刀、駒田、茅野、寺田、

古屋、松村（豪)、薬袋、山縣 以上 11名 

１．４月例会のこと 

２．第 3回 あずさ部評議会について 

担当 古屋 Y’S、功刀 Y’S、稲垣 Y’S 

日時 2015年 5月 9日（土） 午後１時～３時 

 （受付 12時 30分～） 

場所 岡島ロ－ヤル会館 

評議会名称 “甲府常盤町”評議会 

登録費 一人５００円 

＜当日の役割＞ 

当日総合司会 功刀 Y’S 

登録費領収書を作成する。 

会場費 

当日ペットボトルのお茶配布 

３．チャリティーランについて 

レース部 リーダーを寺田 Y’Sに依頼した。 

その他 

次年度役員について 駒田次期会長に原案作成一任

した。 

４月例会で役員、会員の住所等確認し、ROSTERに載

せる名簿とともに印刷会社に送付する。 

以上 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ★☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

           総主事 露木淳司 

 

「新年度を迎えて」 

新しい年度が始まりました。それぞれのプログラム

にフレッシュな顔ぶれが加わりました。特に学童保育

には 20 名を越える新しいメンバーが入会しました。

みんな緊張した面持ちで、前からいるメンバーと無事

打ち解けていけるか、不安そうにしています。しばら

くは目が離せない日々が続きます。 

 全国各地のYMCAでは今、日本YMCA同盟が掲げ

た中期計画に基づき YMCA ブランドの再生（リブラ

ンディング）というテーマで様々な取り組みがなされ

ています。YMCAは世界を見つめ地域に根ざす団体と

して、「すべての者が一つになるために」という基本聖

句を掲げて福祉社会を形成していくことを目的にして

います。4月 25日（土）には東日本地区YMCAの役

員研修会ではそのことをテーマに阿部志郎氏を招いて

横浜YMCAにおいて講演と討議が予定されています。 

山梨YMCAでは三つのキーワード「多世代間交流」

と「FOR ALL」、そして「ケアコミュニティーづくり」

を念頭に YMCA ブランドの名の下に幅広い事業に取

り組んでおります。それぞれの事業が時代と地域のニ

ーズに応え、「そこにYMCAがあってよかった」と感

じてもらえる働きをして行きたいと願っております。 

 

★第 28回山梨ＹＭＣＡ英語暗唱大会★ 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

  

第 ２ 例 会 報 告 

   

 

 

 

 

 

 

 


