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日時：2015 年１０月１３日(火) 18:45～ 

会場：ホテル談露館   

担当：会員増強委員会  司会：廣瀬静男会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆  

  会員増強はワイズの義務です              

会長 秋山仁博 

  現在は体調不良で例会に出席されてはいませんが、過

日、平原会員宅にお邪魔して、大澤EMC委員長と仙洞田会

員と私の４人で、甲府ワイズの今後の会員動向の流れを話し

合いました。過去の歴史経緯から、他クラブの会員増強の様

子等々、ざっくばらんな意見交換をさせて戴いた主な内容は、

まず、このままでは少子高齢化が進み、ワイズの運動も先細

りになりかねない事、新しい発想が生まれず百年一日のごと

く事業も内向きの事業ばかりとなり、地域への影響力も失わ

れてしまう事が予想されます。 

 １０月は、会員増強月間です、７月のスタートの時点で、名

簿上だけと思われる会員には、今後の継続の可能性を確認

し、実働会員数３７名をスタートにして、本年は、最低３名の

新入会員を獲得する目標を立て、４０名体制の確立をめざし

ます。 

 前述の話し合いでも、多くの入会候補者がリストアップされ、

例えば、過去のYMCAに繋がりのある方、以前入会していた

が、諸般の事情で現在は退会している方、現会員及び退会

会員のご家族の方、地域の奉仕団体等に所属されて現在も

ご活躍されている方等、具体的にお名前が上がりましたが、

結論としては、やはり候補者と顔見知りの親しい会員の説得

が、一番効果が有るということになりました。そして、一人より

二人、二人より三人と機会有るごとに勧誘する事が大事であ

ると言う意見に一致しました。ここしばらく例会へのインビテ

ーション・ゲストの顔を見ていません。EMC 委員会の委員さ

んだけでなく、是非、３７名の会員全員が、例会ごとに会員一

人がゲスト一人をご招待して戴き、会員の増強に繋げて行く

のが、ワイズの義務だと思います。一人でも多くの方に、我々

ワイズの理想を理解して戴き、共に楽しく活動して行ける事

は、何にも代えられない真の喜びとなると思います。 

  

 

会 員 数  ３７名   例会出席  ２５名 

ゲ ス ト  ２名（卓話者宮内友弥様ご夫妻） 

メネット   ４名   メイキャップ ２名 

出 席 率  ７３％ 

ニコニコボックス 20,010 円（累計 52,824 円） 

 

・開会点鐘          秋山仁博会長 

・ワイズソング、ワイズの信条 

・会長挨拶・ゲスト紹介    秋山仁博会長 

・今月のことば        大澤英二会員 

・ワイズディナー 

・ＥＭＣより 

～今年度の会員増強計画について 

・あずさ部会直前打合せ 

・諸報告 

・ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

・甲府ワイズの歌 

・閉会点鐘          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    

９月のデータ 

■今月のことば■  

平和を実現する人々は、幸いである     

（マタイによる福音書 第５章９節）     大澤英二会員選 

  甲 府 ク ラ ブ 

2015年 10 月 会報 
●今月の強調目標 

ＥＭＣ／Ｅ・ＹＥＳ 
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9 月 例 会 報 告 
 ９月の甲府クラブ例会は、まだ暑さの残る８日、談露

館にて開催された。地域奉仕委員会の担当で、内藤宥一

会員が司会を務める。点鐘、ワイズソング・ワイズの信

条に続いて、秋山会長の挨拶とゲストの紹介があった。

石川博会員から、今月のことばとして「人は城 人は石

垣 人は堀 情けは味方 仇は敵なり」という和歌が紹

介された。この和歌は、江戸時代に出版された「甲陽軍

鑑」という書物では信玄の作として伝えられるが、出版

される前の古い「甲陽軍鑑」には載っておらず、信玄の

作であるかについては疑わしい、しかし、信玄の考えを

うまく表している。ワイズメンズクラブもこの和歌のよ

うに、人の力を大事にして活動していきたい、との話。

その後ディナーでお腹を満たしたのち、いよいよ武蔵野

多摩クラブの会長で、アジアのワイズの指導的なお仕事

も長らくなさってきた宮内友弥ワイズの卓話である。 

 前半はアジア情勢のお話。韓国がアジア地域から独立

した後、各国とも会員が減り気味であり、どこの国でも

会員増強に腐心しているとのことであった。後半は、モ

ンゴルに初めてのワイズメンズクラブを設立するに当た

り、武蔵野多摩クラブが共同スポンサーとなった経緯や

チャーターナイトの様子、その後の交流、応援ツアーな

どについて話していただいた。写真が豊富で、モンゴル

の歴史や日本との関係、モンゴルの市街の様子が、数多

くのスライドともに語られた。特に「モンゴルの若い人

たちは皆、希望に燃えていて、いかに社会に貢献したい

のかを積極的に語っており、その様は日本の明治維新の

頃の志士を思わせる」というお話が印象に残った。 

 卓話の後は、諸報告、ＹＭＣＡの歌と進み、会を閉じ

た。石原会員が足元は覚束ないものの、元気な笑顔で参

加なさったことを喜びたい。 （石川博） 

 

   10 月 Happy Birthday  

 

メ ン  丹後佳代( 2日)  中澤文雄( 6日) 

大澤英二(14 日)  鶴田一郎(14 日) 

田中司郎(26 日)  済本文雄(27 日) 

渡辺 隆(28 日) 

メネット 丸茂宣恩( 6日)   小倉香苗(11日)  

  石原靖子(17日)  石川てる子(和)(17日) 

   

   10 月 Wedding  Anniversary  

 

標 克明 ♡ 恭子( 2 日)   廣瀬静男 ♡ 昌子( 2日) 

荒川洋一 ♡ 宏枝( 3日)   丹後佳代♡内田和俊(10日) 

鶴田一郎 ♡ 美恵子(14日)  北条繁寿 ♡ 順子(19日) 

 

 

 

◎９月２４日（木）１８時３０分～２０時３０分  

◎山梨ＹＭＣＡにて 

◎出席者 秋山、丹後、内藤、済本、荒川、仙洞田、標、大

澤、石川（博）、武田 

【報告事項】 

①９月例会  本ブリテン 1ページ、２ページ参照 

【協議事項】 

①１０月例会について 会員増強委員会からプログラム案が

出され、検討の上承認した。 

②１１月例会(国際交流員会)、１２月クリスマス例会（クラブサ

ービス委員会）はそれぞれ準備を進める。 

③あずさ部会（１０月１８日）について 担当組織図、当日の

流れ、予算案などの資料が提示された。それをもとに、仕事

分担、会場配置などについて話し合いが行われた。また講

演者が、地雷除去に取り組む雨宮清氏に決まったことが報

告された。 

 

 

 

 

石原会員 宮内武蔵野多摩クラブ会長の興味深い卓話、

ありがとうございました。今月の例会にも家内共々出席

させて頂き、感謝です。 

渡辺（徳）会員 台風が近づいています。今夜石原先輩の

顔を見て、安心しました。 

石川(和)会員 宮内さん、すばらしいスピーチ有難うご

ざいました。アジア地域の現状がよく理解できました。 

小倉会員・大澤会員・済本会員 宮内様、卓話での貴重

なお話、ありがとうございました。 

仙洞田会員 渡辺理事のお供で、札幌（北海道部会）、仙

台（北東部会）へ行ってきました。忙しいですが、半分

楽しんでいます。 

丹後会員 10 月 18 日はあずさ部会です。ぜひ皆様のご

協力をお願いいたします。 

二子石会員 宮内様からのアジアエリアの現状の話、あ

りがとうございます。日本も減少しているが、アジア全

体でも減少しているんですね。 

金丸会員 ８月例会でのじゃんけん大会ではからず

も勝ち上がってしまいました。帰宅後妻に報告したと

ころ、なぜ負けてメロンを持ってこなかったの、と叱

られてしまいました。 

田中(司)会員 甲府ワイズは永遠です。皆さんがんばりましょ

う。何にでも参加することです。 

  

 

  9 月 役 員 会 報 告   

ニコニコメッセージ 
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第１３回富士山例会参加録 
私は、2015年 9月 26日（土）富士山例会に参加してきまし

た。この例会は日本一標高の高いところで行われる例会で、

会場は富士山の五合目の佐藤小屋。 

主催は富士五湖ワイズメンズクラブと東京サンライズワイズ

メンズクラブ。そう、標あずさ部部長のクラブ公式訪問のお付

きで行ってきたのです。参加者は京都プリンスクラブの 3名を

はじめ沼津クラブ、御殿場クラブ、あずさ部所属の各クラブ、

中央大学の学生さんなど総勢 50 数名で甲府クラブからの参

加者は標部長ご夫妻と荒川の３名でした。当日、富士山周

辺のお天気はあいにくの小雨模様で、富士スバルラインを車

で登っていくときも霧が立ち込めていて、５合目から佐藤小

屋までも視界３メートルほどの中を慎重に進んでいき、例会

の始まる３時半ぎりぎりに到着しました。 

そして例会の中で前あずさ部部長、富士五湖クラブの

望月さんへのエルマー・クロー賞、東京サンライズクラ

ブの小山さんへのブースター賞の受賞の報告がありまし

た。そして例会の卓話者は元神奈川県の教員で昭和１５

年生まれの佐々木茂良さん。６４才の時から富士山に登

り始めて現在までに１３００回以上富士山に登っている

という凄い方でした。その後、バーベキューをして懇親

を深め、暗闇の中を下山しました。  （荒川洋一） 

 

 

行 事 予 定 

 １０月１８日（日） あずさ部部会（山梨防災会館にて。甲府

クラブ会員は、12時半に集合） 

 １０月２１日（水） 長野クラブ例会・区大会実行委員会 

 １０月２７日（火） １０月役員会（18:30～、ＹＭＣＡ） 

 １１月３日（土） ＹＭＣＡバザー（準備、ならびに当日の運

営への協力をお願いします） 

 １１月１０日（火） １１月例会（談露館） 

 １１月２２日（日） 伊東クラブ４０周年例会（伊東温泉） 

親睦ゴルフ大会 
甲府ワイズでは、会員の親睦を兼ねて毎年ゴルフ大会

を開催しています。この大会は、田中司郎会員を中心とし

てゴルフ愛好者に呼掛け、クラブ事業等の節目に慰労を

兼ねて実施しており毎回１０名前後の会員が参加して実

施しております。 

今回は、９月４日（金）昇仙峡カントリークラブゴルフ場

で開催されました。当日は、９月に入ったとは言え、残暑

厳しい快晴の天候で、汗を拭いつつのプレーとなりました

が、木陰は初秋を感ずるゴルフ日和に恵まれました。大

会会場の昇仙峡は、田中司郎会員が４回目のホールイン

ワンを行った会場で、八ケ岳コース・７番（平成２４年３月１

８日）では、記念のプレートの前で田中会員から思い出話

やゴルフ談義等で大いに盛り上がったひと時を過ごしな

がら楽しいゴルフでありました。 

当日の参加会員は、田中司郎・標克明・山崎善当・渡

辺徳之の４名で、成績はペリア戦の為、たまたま渡辺が優

勝させて頂きました次回も多くの会員で楽しいゴルフが出

来ます事を願っています。    （渡辺徳之） 

 

 

 

 

・9月 4日(金) 仙台市長表敬訪問(仙台市役所) 

渡辺・仙洞田・二子石 

・9月 5日(土) 北東部部会(仙台市) 

渡辺・仙洞田・二子石 

・9月 11 日(金) ユースボランティア・リーダーズフォ

ーラム(東京Ｙ山中湖センター)  渡辺 

・9月 16日(水)  ＪＥＦ委員会(四谷・日本ＹＭＣＡ同盟) 

渡辺・二子石 

・9 月 16 日(水) 長野東日本区大会実行委員会(長野市)

仙洞田 

・9月 25 日(金) 東日本区常任役員会(甲府・山梨県立図

書館) 渡辺・仙洞田・二子石・廣瀬 

・9月 26 日(土) 湘南・沖縄部部会(横浜市) 

渡辺・仙洞田・二子石 

・9月 27 日(日) 富士山部部会(伊東市) 

渡辺・仙洞田・二子石 

＜以上、理事キャビネット＞ 

＜以下、あずさ部部長公式訪問＞ 

・9月 17 日 東京西クラブ例会   

標・小倉・小倉メネット 

・9月 26 日 富士五湖・サンライズ合同富士山例会  

標・荒川 ＜このページの記事参照＞    

  

東奔西走 
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会員増強キャンペーンに総力を 

ＥＭＣ委員会平原貞美会員より 
８月に行われた、札幌ワイズ６０周年祝会での藤井寛

敏元国際会長の講演に興味を惹かれました。演題は「ワ

イズの未来はある？ ない？」というもので、内容を一

言で言えば、国際的にも国内的にも、現状から見て、ワ

イズの未来に対する警告とも言えるものでした。詳しく

は講演の全文をご覧ください。 

「ワイズの未来はどうなる」のかの課題を踏まえ、渡

辺理事の一翼を担う甲府クラブでは、会員増強キャンペ

ーンを成し遂げるため、大澤委員長を中心とした委員会

でその準備をしています。思えば７年ほど前、大澤ワイ

ズとともにＥＭＣ活動を２年にわたって本格的に取り組

み、１０名近くの入会を実現し、東日本区最優秀クラブ

の理事表彰を受け、その時のメンバーが現在甲府クラブ

の中核となって活躍しています。これこそ、クラブ挙げ

ての協力の賜物です。 

でも、何からどうすればよいのか、解らないのが現状

ではないでしょうか。そこで、委員会ではクラブにとっ

て必要かつ有能な人材候補者の第一次名簿作りに着手し

ました。例えばこれまでの、休会・退会会員、ＹＭＣＡ

つぼみぐるーぷの関係者、甲府青年会議所シニアクラブ

（いずれも年齢的には４０代、５０代が中心）、その他合

せて１５０名を超える名前をピックアップし、仙洞田ワ

イズを加えた委員会で検討を重ね、数十名の候補者に絞

り込みました。１０月例会で名簿を開示しますので、知

り合いのお名前がありましたら、ぜひ名乗り出てくださ

い。名簿以外の方でも結構です。そしてさらに整理しグ

ループでの行動に移りますが、以降のことは「甲府クラ

ブ会員増強マニュアル」をご覧願います。 

目標は、創立７０周年までに、会員を５０名とするこ

とです。会員各位の責任ある行動があれば、可能です。

甲府ワイズの未来のためにがんばりましょう。 

 

 

 

 １１月３日は山梨県最古とも言わ

れる伝統のＹＭＣＡバザーです。今

回で 55回目を数えます。毎年、ワイズメンの皆様には中

心的な役割を担っていただき心より感謝申し上げます。  

「FOR ALL」の精神をモットーとするＹＭＣＡならでは

のこのイベント、今年もそれぞれのプログラム会員の皆

様やボーイスカウト、ぶどうの木、そして地域の人々が

一体となってＹＭＣＡ会館に賑わいをもたらしてくれる

ことでしょう。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年は久々に売り上げが前年を上回りました。今年も

引き続き右肩上がりとしていきたいところです。特に大

きな影響力を持つ「びっくり市」には皆様からの献品が

不可欠です。ご協力を切にお願い申し上げます。大きな

物、書籍など重い物、数が多い場合などはご家庭まで受

け取りに伺います。 

また、新しく売り場を設けることも可能です。食堂で

音楽や展示物の披露も承りますのでお気軽にご相談くだ

さい。 （露木淳司）  

ＹＭＣＡ

たより 

＊１０月１８日（日曜日） 

 場所は甲府駅の近く、県の防災新館。 

＊部会は１４時から。講演と懇親会でたっぷ

り、１８時２０分まで楽しみましょう。 

 

講演者 雨宮清氏 

山梨で建機の製造会社を経営しながら、世界各地で

地雷除去のための活動を行っていらっしゃる方です。

１９９５年に地雷除去の機械を造る開発チームを発

足。９８年に対人地雷除去第一号機を完成。その後、

カンボジアを始め、アジア、アフリカなどを中心に地

雷除去活動に邁進しています。 

演題は、「モノづくりを通しての国際貢献～地雷除去

に挑む 豊かで平和な大地への復興」です。まさにワ

イズメンズクラブの皆様が興味を持っていらっしゃる

内容です。本業の建機に地雷除去装置を合体させてい

ますから、世界平和を追い求めることが、仕事にもつ

ながるのです。「ガイアの夜明け」や「カンブリア宮殿」

などの番組に出演し、大きな反響があった方ですので、

ご存じの会員も多いことでしょう。どうぞ、ご期待く

ださい。 

 懇親会では地元食材を使った料理とワインを用意し

ております。登録料５０００円です。 

 

お申し込みは、甲府クラブ武田会員まで。 

ファックス  055-251-7336 

 メール shingen@cocoa.ocn.ne.jp 


