
 

 

 

 

 

 

国際会長主題       Mission with Faith 信念のあるミッション 

アジア会長主題     Through Love, Serve 愛をもって奉仕をしよう 

東日本区理事主題   原点に立って､未来へステップ 

あずさ部長主題    ワイズメンとして一歩前進 

甲府２１会長      小さなことを忠実に行おう 
 

   

    

 

 

 

 

 
 

2015年９月例会 
 

日  時 2015年９月１日（火）17:00 ～ 

会   場  ＹＭＣＡセンター    

司  会 功刀 弘メン 

 

開会点鐘           駒田勝彦会長 

ワイズソング 

ワイズの信条 

会員一言           薬袋 勝メン 

会長挨拶           駒田勝彦会長 

ゲスト・ビジター紹介     駒田勝彦会長 

来賓ご挨拶           

 ハッピーバースディ 

会員卓話 「 1.家系 

2.海との接点、ヨットレース」 

               廣瀬 健メン 

諸報告 

ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘           駒田勝彦会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 』 

９月の誕生者 

（メン） 

松村禎夫（３） 古屋秀樹（１１） 清藤城宏（１４） 

（メネット） 

輿水希代子（４） 駒田元子（１１） 功刀佳津子（２３） 

  
８月のデータ（在籍数１８名） 

８月例会出席者数            １４名 
 メネット８名   ゲスト１７名   計３９名 
８月第二例会出席者数           １２名 
出席率 14/18            ７７．７７％ 
ニコニコ募金             １００円 
ニコニコ募金累計         １，３００円 
 

★今月の聖句★ 

初めに言
ことば

があった。言
ことば

は神と共にあった。言
ことば

は神であった。 

この言
ことば

は、初めに神と共にあった。 

万物
ばんぶつ

は言
ことば

によって成った。成ったもので、言
ことば

によらずに成ったものは何一つなかった。 

              ヨハネによる福音書１章１－３節     薬袋 勝 選 

     

 

 

 

 

                         薬袋勝 選 

２０１５ 

９月号 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○   

○９月１５日（火）第２例会                      ＹＭＣＡセンター ～若奴食堂    18時 30分～ 

○９月２６日（土）～９月２７日(日)  富士山例会    詳細は 9月例会で                

○１０月６日（火）例会                 ＹＭＣＡセンター         19時 00分～  

○１０月１８日（日）あずさ部会               

 



 

 

 

 

会長 駒田 勝彦 

 杜鵑（ホトトギ

ス）は秋に咲きま

すが、これは夏

に咲きます。 渓

谷や水辺に近い

ところに咲きます。

和名は、黄花で

あることから、山

吹（ヤマブキ）の

名所である京都の玉川にちなんだものと言われています。 

＜写真：タマガワホトトギス  西沢渓谷＞ 

 

夏の行事が終わりに近づきましたが、厳しい暑さが続

いて来たことでなんとなく疲れを感じています。 皆様方

はいかがでしょうか。 

今年も夏の恒例、高校野球大会決勝戦は、良い大会で

力が入りました。東北の復興支援に優勝旗が行くといい

なと思いつつそちらに応援をしてしまいます。 

東北復興にご尽力されています、仙台青葉城クラブ清水

Y’S からこれにちなんで新クラブ設立応援のための募金

の呼びかけがありました。素晴らしいタイミングと思いま

す。 

私の東日本区理事の時に本当に盛岡、仙台の皆様にお

力をいただきました。新クラブ設立へ応援をしたいと思い 

ます。  

  8 月 23 日は、甲府２１クラブの恒例ぶどう棚の下の納

涼例会が他クラブやクラブ員の友人達を交えて行われま

した。 

初めに参加してくださった皆様共々で中島 Y’Sの召天を

追悼して黙祷をいたしました。皆様が心を合わせていた

だきましたこと感謝でした。懇親会でのお一人お一人の

スピーチに中島Y’Sに触れて下さり改めて各方面でお働

きがあったことを知ることができました。 

初めてこの例会に参加くださった皆様、遠方よりご参加く

ださった他クラブの皆様ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

寺田 喜長書記 

日   時  8月 23日（日） 17：00 

場   所  金桜園 

出 席 者  

メン＝ 相川、稲垣、鎌田、功刀、駒田、佐藤、茅野、 

寺田、奈良田、野々垣、廣瀬、松村（豪）、 

薬袋、山縣、（14名） 

メネット＝ 相川、駒田、寺田、野々垣、廣瀬、松村、

薬袋、山縣（８名） 

ゲスト＝ 眞野玄範（長坂聖マリア教会司祭）、 

久保田貞視、長谷川あやこ（八王子クラブ）、 

岡崎修武、木村浩通、船山良三（八王子クラブゲスト）、

宮内友弥、ひろみメネット（東京多摩武蔵野クラブ）、

神谷幸男、雅子メネット（東京西クラブ）、 

田草川すみえ（甲府クラブ）、荻野清、優子、田草川哲、

貴子、小沢悦子、小沢智之 

（野々垣メン友人）（ 17 名）              

総勢 39名 

司会 ＝ 鎌田メン、  

聖句、一言 ＝ 松村（豪）メン 

  2015-2016年度  ９月 

 会  長  挨  拶  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

8 月 納 涼 例 会 報 告  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



夕暮れに向かい涼風が吹き抜

け始めた定刻に、葡萄棚下の納涼

例会が駒田会長の点鐘にて開会し

ました。去る 8月 9日にご逝去さ

れました故中島竹男メンに黙祷を

捧げご冥福をお祈りいたしました。参加された多くの

方から哀悼の辞を頂き故中島メンの人柄が偲ばれまし

た。ゲストの紹介、そして眞野司祭より来賓挨拶を頂

ました。誕生祝では、毎年大勢の方に祝って頂くのは

うれしいが、一言喋るのは苦痛ですとのコメントも有

りました。いつものバーベキュー、ワインの懇親会で

は、沢山のゲストの方々からいろいろなお話をして頂

くことが出来、大勢の方をお迎えしての例会が有意義

であることを再認識しました。さらに、ゲストの中に、

入会の可能性のある方がおいでになり希望をも持てる

例会でした。 

酷暑の続いた今年の夏にしては凌ぎ易い恵まれた環境

の中での例会は、盛会の内に定刻に終了となりました。 

 



 

 

 

 

 

寺田 喜長メン 

 

突然の、忌まわしい事件から２年半が経ち、あまり

触れたくなかった出来事でしたが、関係者の家族とし

て経験したことの中で親族を失った悲しみと同じくら

いに心に残っている事が有り、身勝手の感想ですが述

べても良いかなと。 

2013年 2月 26日、夕刻のニュースはエジプトで観光

気球が墜落し、日本人観光客が巻き込まれた事を伝え

ていました。その年は、邦人が海外で事件に巻き込ま

れる痛ましい事件が続いておりました。1月 16日にア

ルジェリア人質事件がイスラーム系武装集団により引

き起こされ、連日、終日、報道各社が生々しい状況を

伝えました。アルジェリアの天然ガス精製プラントが

襲撃され、化学プラントの建設に係っていた「日揮」

の日本人社員 10人が死亡しました。2月 12日にはグ

アム島で通り魔事件が発生し、日本人 2人死亡し、11

人が負傷しました。この事件の報道も、毎日詳しく伝

えられ国民の多くが関心を持ち海外の事件ではあるが

事件の背景、本質、経過状況等を詳しく知ることが出

来ました。しかし、事件に巻き込まれた方々や、不幸

にも亡くなられた方の親族の方たちへの無神経とも思

われる取材には、如何かなと感じておりました。「又、

大騒ぎだわ」と他人事といつもの様に事件経過に関心

を持ち、テレビニュースを見ているところへ、普段音

沙汰の無い甥から電話が来、思わず「ひさしぶりだな

－、どうした」との問いに「父、母がエジプトの気球

事故で亡くなりました」との報告、何を言っているか、

初めは理解できませんでした。甥の声も冷静で、慌て

ている様子もなく淡々と話すことも逆に事の重大さに

気が付くのが瞬時遅れたと感じました。間もなく事故

に遭遇した日本人観光客4人の内2名の死亡が確認さ

れ弟夫婦の氏名と本籍が甲府市との報道が有りました。

弟は高校卒業以来県外に出てしまい、この人物が私の

弟と知るのは本当に親しい親戚だけです。その内の一

人よりある新聞社から電話が有り事件関係者の親族で

すかと、問い合わせが来たと教えてくれました。電話 

 

 

帳の寺田姓を端から電話し情報収集をしていました。

間もなく電話での問い合わせが来ました。弟であるこ 

とを伝えると、いろいろと質問をしてきました。やは

り事件関係者の心情より報道という仕事優先ではと思

いました。以前に起こりました事件の報道を見ながら

行き過ぎと感じていた事が現実となりました。お答え

できませんと電話を切りました。暫らくして外出しよ

うと表に出るとその新聞記者が待ち構えていました。

申し訳ないという様子でしたがずけずけと問うてきま

したがお答えできませんとお断りしました。半日後に

私が現地に向かう時はまだ家の前に立ち続けていて、

なんと旅の無事を祈りますとお守りを手渡してくれま

した。そんな気使いは有りがたかったですが、その後

多くの報道関係者が自宅に押しかけ、妻は友人宅に避

難しましたが、近隣の方々に取材を繰りかえし多大な

迷惑をお掛けすることとなりました。この後現地との

往復の 6日間マスコミ攻勢にいかに対応するか、苦慮

することとなりました。弟夫妻たちの旅行ツアーを企

画した旅行会社がマスコミ対応には多大な配慮をして

下さいましたが、現地でも行く先々に大勢の報道関係

者が待ち構え、いつも裏道を秘かに移動する感じでし

た。強靭な体格のガードマンが 1人 1人につき、近づ

くカメラマンを突き飛ばすようなバトルも有りました。

観光に来ている訳ではありません。いやな事を仕方な

くする為に傷心を負いながら来ている事をもう少し配

慮いただけないかなとの思いを、今も持っています。

斎場探しにも苦労しました。弟が住んでおりました周

辺の斎場からは、何かと対応が大変ですので引き受け

られませんと断れました。思わぬところにも報道過熱

の影響が有り、驚きました。身内に元報道関係者がお

り、仕事として私情を捨て任務を遂行するのも分から

ないではありませんが後味の悪さが倍増した思いでし

た。出来事、情報を伝えることは大切です。どんな範

囲、段階まで報道するかは難しいです。多数の犠牲者

の出たアルジェリア人質事件では氏名公表に、一時報

道規制も出ていました。しかし最終的には公表するこ

とになりました。いきさつは解りませんが、其れによ

り犠牲者家族への取材攻勢が有った事はご存知の事と

思います。行き過ぎと思われる報道活動は自粛して、

「マスゴミ」と言われない程度に情報を提供して頂き

たいと思います。 

 

 

 

会 員 ペ ン リ レ ー 

「マスゴミ？」 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

駒田 勝彦メン  

 

 参加者： 松村(豪)、佐藤、茅野、駒田 

 

 8月 21日山梨YMCA夏のプログラム「ふじやまキャ

ンプ」が清里・八ヶ岳少年自然の家で行われました。  

以前からの計画は午前 10 時からの奉仕予定でしたが、

急遽プログラムの変更の連絡がありました。 

対応に苦慮しましたが YMCA との調整を行い参加で

きる者が対応することで午

後の 2時に現地到着しまし

た。 甲府21は子供たちに

スイカ割りで楽しんでもらう

ことにしました。 

多少の雨模様でしたが、ス

イカ割りを実施する頃には

雨も上がりました。 

子供たちは大喜びでス

イカ割に挑戦、なかなか

スイカを叩くことができ

ません、応援する者が声

を枯らし右、左とかけま

す。大変な盛りあがりで

した。 最後に皆でスイ

カを頂き終わりました。 

 

山梨 YMCA ふじやまキャンプ報告 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

寺田 喜長書記 

 

出席者：相川、稲垣、駒田、功刀、佐藤、茅野、寺田、

野々垣、古屋、松村(豪)、薬袋、山縣  （12名） 

 

１） 納涼例会について確認 

・8月 23日（日） 午後 4時 30分集合、  

午後 5時開会  金桜園 

・司会 鎌田メン、 一言 松村（豪）メン 

・他クラブ参加者の送迎 

（山梨市駅）、眞野司祭・・・駒田メン 

八王子、東京西（16:20着）・・・松村（豪）メン 

・東京西クラブの神谷メンの山梨市駅到着予定

16:52着を 16:20着に変更していただく。・・・

駒田メンに依頼 

・例会グッズ・・・・・松村（豪）メン 

・マイク、アンプ・・・佐藤メン 

・開会の冒頭で故中島メンへの黙祷を捧げる 

  

２） YMCAふくろうキャンプについて 

・8月 21日(金）八ヶ岳少年自然の家、10時集合 

・参加者  

駒田、松村（豪）、松村（禎）茅野、佐藤（現地

集合）  相川、古屋、山縣、（8：30 YM発） 

 

３） 故中島竹男メン追悼について 

・野々垣メンの提案について検討・・・甲府 21、

甲府教会、Hi-Y・OB みずがき山の会、甲府

YWCAの共催とする。10月 12日（月、祝）を

第１候補に甲府教会で行う。全ての事柄を甲府

21で決め、共催者に同意して頂き進める。・・・

提案に合意し詳細を詰めていくこととする。 

・9 月ブリテンでの追悼文掲載はせずに、追悼会

に合わせて追悼文集の発行を検討する。 

 

４） ９月例会について 

 ・９月１日（火）午後 7時  YMCA 

  ・司会＝功刀メン  一言＝薬袋メン   

ペンリレー＝寺田メン 

 ・会員卓話＝廣瀬メン 

9月ブリテン原稿締め切り 8月 25日 

 

５） その他 

 ・富士五湖クラブ富士山例会について、 

９月 26～27日 締め切り 9月 19日 

 ・甲府 21クラブ 25周年記念親睦旅行について 

日程は、11月 13（金）～14（土）ですが 

行先が決めてありません。９月例会にて希望 

候補地を募ります。希望を提案ください。 

 ・9月第 2例会は 9月 15日(火)18:30YMCA～ 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 総主事  露木 淳司 

 

リーダー不足に悩みながらも、今年も何とか夏のプログ

ラムを無事終了することができました。8月下旬より通常の

毎日に戻っております。今年は終戦 70周年ということで、

報道や街

の行事など

にも平和を

テーマにし

たものが目

立ちました。

山梨YMCA

は終戦の次

の年に誕生

しました。と

いうことは、来年私たちも 70周年を迎えるということになり

ます。この節目を前にして今、山梨 YMCA においては、

ぶどうの木の開設、会館前の道路拡幅、甲府市の放課後

児童クラブ事業受託など追い風が吹いています。経営状

況は徐々にではありますが健全化に向かっているようで

す。時代と地域のニーズを見据えて、将来のYMCA運営

のヴィジョンを正しく示し、その基盤づくりを確かなものに

していきたいと考えます。70年の歴史を支え続けてくださ

ったワイズメンの皆さん、地域にとって必要不可欠な

YMCA 運動をどのように進めていくべきか、70 周年を機

に未来に向かってどう舵取りをすべきか、引き続き知恵と

力をお貸しください。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

８ 月 第 ２ 例 会 報 告 

   

 

 

 

 

 

 

 


