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日時：2015 年７月１４日(火) 18:45～ 

会場：談露館     

担当：役員会    司会：武田信男会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◆◆◆ 巻頭メッセージ ◆◆◆ 

 

  夢をつなぐ、キックオフ例会              

会長 秋山仁博 

いよいよ新年度の開始であ

るキックオフ例会がスタートし

ます。2015～16 年度の新役

員をはじめ、本年が甲府ワイ

ズの全会員にとって、渡辺 

隆東日本区理事・標克明あ

ずさ部長、２人のトップ誕生は、

記念すべきエポックメイキング

の年です。また、６５周年を無事に終了し、あらたなステッ

プを踏み出す、重要な年である事も会員が心に深く刻ん

で、活動して戴きたいと思います。 

  そして、本年は、いろいろの意味で他クラブより注目を

集めるクラブとして、充実した活動が出来る一年間にする

様に、努力を積み重ねていかねばなりません。あらためて

会員皆様には、渡辺隆会員・標克明会員へのご支援を含

めて、本年一年間の甲府ワイズへのご協力を心よりお願い

申しあげます。 

 さて、私は高校・大学とクラブ活動はサッカーをしていま

したので、「キックオフ」と言う言葉に、何かわくわくする気

持ちを感じます。それは、毎日のつらい練習の努力を、夢

にまで見た晴れ舞台に立って、実行出来る喜びと緊張感、

チームを何とか勝利させたいと思う、責任感をひしひしと

感じるからです。 

  そんなイギリス発生のサッカーの世界で、よく言われる

名言に、「サッカーは少年を大人にし、大人を紳士にする」

という諺があります。これと同様にワイズメンの活動も、隣人

愛・社会奉仕・会員親睦・青少年活動を通じて「一般社会

人を誰からも尊敬される、ワイズメンにする」のだと思いま

す。正に、「賢人」と呼ばれるにふさわしい人間に成長出

来る事です。今、始まったばかりですが、１年間と言う時間

はアッと言う間に過ぎてしまう様な気がしますが、全力疾走

でチャレンジして、この 1年間のワイズライフを、悔いなく頑

張りたいと思います。是非、全会員の皆様にも、健康に留

意されて、思い出多い素晴らしいワイズライフに成る事を、

お祈りして、会長挨拶にさせて戴きます。  

 

会員数  ３８名    

例会出席 ２６名   YMCA 担当主事 １名 

 メーキャップ ３名  出席率  ７６％ 

ニコニコボックス 8,491 円 

 

・開会の点鐘    荒川洋一直前会長 

・ワイズソング・ワイズの信条 

・会長引継ぎ・バッチ交換 

・新会長挨拶・ゲスト紹介  秋山仁博会長 

・今月のことば    小倉恵一会員 

・ワイズディナー 

   総 会 

【第１部】 議長  荒川洋一直前会長 

事業報告（各委員長）、会計報告（田中克男会員） 

監査報告（大澤英二会員）、基金会計報告、褒賞 

【第２部】 議長  秋山仁博会長 

新年度事業計画・予算案審議他 
  

・緒報告 

・ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

・ＹＭＣＡの歌 

・閉会の点鐘    秋山仁博会長 

プログラム 

国 際 会 長 主 題：信念のあるミッション   Wichian Boonmapajorn（タイ） 

アジア地域会長主題：愛をもって奉仕をしよう  Edward K.W.Ong（シンガポール） 

東 日 本 区 理 事 主 題：原点に立って、未来へステップ     渡辺 隆（甲府） 

あ ず さ 部 長 主 題：ワイズメンとして一歩前進       標 克明（甲府） 

甲府クラブ会長主題：夢をつなごう             秋山仁博    

６月のデータ 

   

2015年 ７月 会報 

●今月の強調目標 

ＹＭＣＡサービス 

ＡＳＦ・ＲＢＭ 

■今月のことば■  

新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるものだ。 

（マタイによる福音書９－１７） 

              小倉恵一会員選 
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６ 月 例 会 報 告 
 荒川会長年度最後の定例例会が小倉会員の司会で、

６月９日火曜日、ホテル談露館で行われました。 

開会点鐘、ワイズソング、ワイズの信条の後、今

年度最後の会長挨拶で、大役を勤め上げ少しほっと

していると荒川会長の話がありました。ご苦労様で

した。次に甲府クラブ６５周年例会の報告とお礼が

田中司郎実行委員長からあり、こちらも無事終了し

て、ほっとしている感じでした。お疲れさまでした。 

今月の言葉は、出席できない鈴木会員が大澤会員

にたくされ、鈴木会員が一番大切にしている「どう

いう生き方をしているか」をマタイによる福音書６

章 20〜21 節から話していただき、ワイズディナー

に入りました。食事の後は次期東日本区＆あずさ部

アワーとして、司会が仙洞田次期東日本区書記にな

り、次期東日本区キャビネットの仙洞田書記、二子

石会計、廣瀬静男事務局長、丸茂事務局員が改めて

紹介され、約 1年半の準備期間におこなった活動の

報告がありました。その後渡辺次期東日本区理事の

方針説明がありました。内容は「他クラブの多くの

催しに参加してみるにつけクラブの協力が必要だ

と感じ、甲府クラブの協力をお願いしたい。100 年

前に、17名が 100ドルずつ出し合いワイズをスター

トさせ、若者と一緒に活動したＹＭＣＡについては、

富士山部ワイズの活動を例に挙げ、独自の活動をと

うして、ＹＭＣＡとの関わり方を考え、未来を見据

えたクラブのありかたを考えなければいけない。秋

山年度から７０周年を考えて、月１回の例会には必

ず出席して学びの場にしてほしい。部長経験者など

が、会員を育てる意味でＬＴをしていただきたい。」

などでした。 

クラブから次期東日本区事務局へ支援金が贈呈

され、次期あずさ部部長の標が渡辺次期理事の話を

受け、「部がしっかり活動をして、部内でＬＴをす

る。しかしクラブのバックアップが必ず必要になる

ので、１年間よ

ろしくお願いし

ます」と方針と

報告があった。 

 この例会はチ

ャリティーラン

の打ち合わせ例

会でもあり、田

中司郎実行委員

長からお話があ

り、露木さんか

ら参加 57 チーム、90 団体の参加があって昨年を上

回っていると話があり、テーブルごとの各部会で最

終の確認の話し合いが行われました。 

ハッピーバースデイ・アニバーサリーで記念品が

配られた後、諸報告では厚木での東日本区大会報告

が荒川会長からあり、渡辺徳之会員からはチャリテ

ィーランについて連絡がありました。 

甲府ワイズの歌、閉会点鐘で例会が終了しました。

短い時間でしたが、内容は沢山で充実した今年度最

後の例会でした。 （標） 

 

 

 

◎６月２３日(火)  18:30～20:30  山梨ＹＭＣＡ 

◎出席  荒川/秋山/標/P.ﾏｳﾝﾄﾌｫｰﾄﾞ/北条/田中(克)/

小倉/大沢/石川(博)/廣瀬/丹後/武田/内藤 

【報告事項】 ▽６月例会報告（１、２ページ参照） 

▽チャリティーランについて(４ページ参照) 

【協議・承認事項】 ▽事業報告、事業計画について・・・・

一部の委員会の計画が未着だが、届いた分を承認。会計

もまだしめていない。終了次第監査を受ける。報告書、計

画書は自分たちで印刷、７月９日夜にＹＭＣＡで製本。 

▽７月例会について・・・・プログラムを修正して承認。 

▽その他・・・・いよいよ東日本区理事（キャビネット）、あず

さ部長を甲府クラブから出す年度がスタートする。会長を

中心にしっかり支えていこう。          （石川博） 

 

   7 月 Happy Birthday  

メ ン  布能壽英(５日)   渋江信俊(25日) 

メネット（パートナー）      武田道子(２日) 

 内田和俊(丹後)(４日)   二子石千香(９日)   

   7 月 Wedding  Anniversary  

田中克男 ♡ 千里 (21日) 

 

 

 

 

荒川丸の無事の帰港を祝す（田中司郎会員） 

荒川前会長への慰労と感謝のメッセージ多数 

秋山さん、よろしくお願いします(田草川会員) 

秋山新会長への激励と期待のメッセージ多数 

渡辺理事をささえましょう（遠藤会員） 

渡辺理事・標部長への支援の呼びかけ多数 

新年度よろしくお願いします（渡辺区理事） 

  

６ 月（新旧合同）役員会報告   

ニコニコメッセージ 
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東日本区大会報告 
 ６月６日（土）～６月７日（日）神奈川県の厚木市の厚木

市文化会館大ホールで第１８回東日本区大会が開催され

ました。これは、北は北海道から南は沖縄まで東日本区に

所属する全ワイズメンズクラブが一堂に会する大会です。 

 ５日にはゴルフの大会がありました。初日の午前に年次

代議員会が開催されます。この会で東日本区の１年間の

決算報告、会計監査報告、年次報告、行政監査報告など

があり議決権者は会長１名で、代議員の代理出席は認め

られていません。故にクラブ会長としては最も重要な仕事

の１つです。また次期理事、次次期理事、次年度の次次

期理事などが認証を受けます。当クラブの渡辺隆会員もこ

の場で次期理事としての認証を受けました。 

続いて東日本区大会の前にバナーセレモニーがあり当

日参加の全クラブ会長が自身のクラブの旗をもって１名ず

つ登場します。会長自身はよくわからないと思いますが、

観客席から見ると色とりどりのバナー（旗）が壮観だと思い

ます。それから大会で代議員会の報告や事業主任の報告、

部長報告があり散会しレンブラントホテルへ移動して晩餐

会となりました。総出席人数約４３０名、フロアー超満員で

大盛会でした。                （荒川洋一） 

6月 7日の東日本区厚木大会に参加しました。以前にも

富士吉田で開催された大会には出席しましたが、今回は２

日間みっちり参加して、本当に勉強になった充実した大会

でした。  

私は、アワードと、次年度への引継ぎ式の模様を、自分

の感想も含めて報告したいと思います。会場はホテルを利

用して、大ホール前のロビーでは、厚木市の特産品や東

北の福島・長野の栄村等の復興応援産地直売品が並ん

で、地元の会員が、大声で呼び込みをしていましたので、

ついフラフラと自宅へのお土産を買ってしまった会員も多

かったと思います。  

既に、この時間帯までに、日曜礼拝や早朝ウォーキング

をされた会員もいた様です。前日の懇親会で若干飲み過

ぎたものの、これからのアワード・引き継ぎ式に胸が高鳴る

思いで参加が出来ました。       

 大会は、ワイズメダルを首から下げた、田中理事が壇上

に、各事業主任が担当の優秀クラブ・優秀個人の名前を

次々に読み上げ、代表者が登壇すると、参加者の中の出

身クラブだと思いますが、その方向から拍手と歓声が沸く

盛り上がった演出となりました。甲府クラブも６項目にエント

リーされていましたが、悔しいことに甲府２１クラブは、１０

項目にリストアップされていましたので、勝ち負けでは有り

ませんが、非常に残念な思いをしました。来年こそは少し

でも目標達成が可能な事業から、全員が努力してチャレン

ジを試みたいとの思いを熱くしました。 

アワードが終了して、会場一杯の拍手の中、いよいわが

クラブの渡辺隆次年度理事の登場となり、参加者全員が

期待する中、次年度の基本方針の説明がありました。特に

「原点に立っ

て、未来へス

テップ」の主

題通り、東日

本区のスリム

化 ・権限移

譲・部・クラ

ブの活性化

へ の 協 力

等々、どれも

胸の奥底に大きく響く説明で、次年度の活動に本来のワイ

ズメンクラブの姿を想像することが出来、我々も少しでもお

手伝いをして、お役に立ちたいと思いました。 

 続いて、次年度書記の 仙洞田会員をはじめ、４人の事

業主任とメネット主任及び 標あずさ部長他の７部長と事

務局の紹介がありました。 

 最後に、理事バナーを本年度出身クラブより甲府クラブ

に、大会旗を厚木クラブより長野クラブに無事引継ぎ、来

年の東日本区長野大会での元気な再会を約束して散会、

終了となりました。 

 以上で報告は終了ですが、今回参加出来なかった甲府

クラブの会員の皆様も、是非来年は、参加して下さい。  

 （秋山仁博）  
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小瀬の競技場を５７チームが駆抜ける 
2015年 6月 13日（土）山梨中銀スタジアムで第 18回山

梨 YMCA チャリティーランが開催されました。梅雨の晴れ

間の良い天気で迎えることができ、良好なレースコンディ

ションとなりました。 

今回は、来賓として樋口甲府市長が出席され挨拶を賜

りました。昨年５０チームの参加に対し、本年度は５７チー

ム（自走 23チーム、代走 170名）、また約９０団体にも及ぶ

協賛スポンサーに支援をいただいき、寄付金 1,705,000円

（昨年度より２割アップ）が、田中司郎実行委員長から山梨

YMCA露木総主事へ贈呈されました。 

さてレー

スを振り返

る と 、各チ

ームがスピ

ード賞、コス

チューム賞、

設定タイム

ピッタリ賞と、

各々賞の狙

いを定めてのレース展開を繰り広げました。コスチューム

賞をトヨペットチームが、設定タイムピッタリ賞を一生涯の

パートナーチームが見事受賞されました。 

レース結果は、スピード賞１位、ソロプチミストチーム、タ

イム 20分 20秒と、一人当たり４分で走る激走ぶりでした。 

我が甲府クラブは、代走を立てての参加で結果は、タイム

44 分 18 秒で最下位となりました。来年は、代走者のクオリ

ティーを上げる、または甲府クラブで健脚に自信のある有

志を募り、最下位脱出を目指しましょう。   （田中克男） 

57 チーム  走者 290 人  ボランティア約 100 人 

甲府クラブの出席者 メン２３名、メネット７名 

協賛金 1,705,000円 支援金 352,900円 （6月 24日時点） 

  

西日本区大会に参加して 
 厚木での東日本区大会から一週間後の、６月１３日(土)・

１４日(日)、渡辺次期理事(当時)とともに、大阪・南港のハ

イアットリージェンシー大阪で開催された西日本区大会に

参加しました。開会までの間、長野クラブ・森本会長が栄

村支援の為の物産販売をしていたので、そのお手伝いを

しました。また、和歌山クラブからの参加の皆さんとも、５月

の甲府クラブ６５周年記念例会以来の再会を喜びました。 

 800名近い参加者は壮観で、西日本区のパワーを感じま

した。参加の目的の一つである来年の長野での東日本区

大会のアピールも、あずさ部はじめ、東日本区からの参加

者や和歌山クラブの皆さんの応援も得て、力強く行えまし

た。大会の運営、特に区側が受持つ部分は、来年の大会

の参考になる点があり、学ぶことができました。 （仙洞田） 

 

 ６月１3日（土）、小瀬の山梨中銀スタジア

ムで開催されました第１８回チャリティーラ

ンへのご協力、本当にありがとうございまし

た。今回は 57チームと過去 2番めの出場チーム数に達し

ました。そして今年も梅雨期にもかかわらずよく晴れて、チ

ャリティーランは雨が降らない、のジンクスをつなぐことがで

きました。甲府クラブの皆様には主に会場部で、２１クラブ

の皆様にはレース部で、富士五湖クラブの皆様にはフライ

ングディスクコーナーなどでそれぞれご活躍いただきまし

た。そして、来賓として樋口雄一市長もかけつけて下さり、

力強い励ましの言葉を賜りました。与えられました収益は

山梨 YMCA や全国で行われている障がい児プログラムに

有効に活用させていただきます。 

 YMCAは今夏のプログラムを控え、参加者募集に全力を

上げております。そして暑い甲府の夏を無事乗り越えようと

英気を蓄えているところです。皆様も健康にはくれぐれも

お気をつけいただき、夏を楽しみましょう。（露木淳司） 

 

 

・６月２日(火) 渡辺隆さん、東日本区常任役員会に出席

(四谷・日本 YMCA同盟会舘) 

・６月５日(金) 渡辺隆さん、仙洞田さん、第４回東日本区

役員会に出席(厚木市文化会館) 

・６月１６日(火) 小倉さん、渡辺隆さん、東日本区文献・組

織検討委員会に出席(四谷・日本 YMCA同盟会舘) 

・６月１７日(水) 小倉さん、東日本区定款見直しワーキン

グチーム会合に出席(四谷・日本 YMCA同盟会舘) 

・６月１７日(水) 渡辺隆さん、武田さん、仙洞田さん、長野

クラブ例会及び区大会実行委員会に出席(長野市・ホテル

信濃路) 

・６月２０日(土) 大澤さん、渡辺隆さん、日本 YMCA 同盟

協議会に出席(東山荘) 

 

   行 事 予 定  

 ７月１８日（土） 第１回あずさ部評議会 

 ７月２１日～ ＹＭＣＡ「わいわい地球塾」開始 

 ７月２８日（火） ７月役員会 

 ７月３１日（金）～８月２日（日） アジア地域大会(京都) 

 ８月８日（土）〜１０日 及び  ８月２０日（木）〜２２日 

 ふくろうキャンプ（八ヶ岳、入浴介護等各初日に協力） 

ＹＭＣＡ

たよ り 

東奔西走 


