
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年５月例会 

日  時  2016年 5月 10日（火）19：00～ 

会  場    ＹＭＣＡセンター 

司  会   奈良田和也メン 

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           輿水順雄メン 

会長挨拶           駒田勝彦会長 

ハッピーバースディ  

入会式  （プログラム８ページ） 

 司  式  駒田勝彦会長 

入会者  饗 場  裕（あいば、ひろし）さん 

ワイズディナー 

ゲスト卓話 

「発酵食品開発について（ワインと大豆ヨーグルト）」 

柳田藤寿（やなぎだふじとし）山梨大学大学院教授 

（ゲスト卓話者プロフィール８ページ） 

諸報告 

ＹＭＣＡの歌  

閉会点鐘          駒田勝彦会長 

 

 

 

 

 

★今月の聖句★ 

一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、 

一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。 

 (コリントの信徒への手紙Ⅰ １２編２６節  輿水 順雄 選) 

２０１６ 

５月号 

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 』 

５月の誕生者 

（メン） 

該当なし 

（メネット） 

      奈良田 智恵美（３１） 

 

 
４月のデータ（在籍数 20名） 

４月例会出席者数           １９名 
         ゲスト１名   合計２０名 
４月第二例会出席者数          １３名 
出席率 19/20           ９５．００％ 
ニコニコ募金           ９，１１８円 
ニコニコ募金累計        ５７，４９１円 
 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○  

○5月 14日（土) あずさ部第 3回評議会   

高尾わくわくビレッジ 13時 30分～17時 30分 

○5月 17日（火）第 2例会    

  ＹＭＣＡセンター～若奴 18時 30分～ 

○5月 28日（土）ＹＭＣＡ総会             

ＹＭＣＡセンター  10時～ 

○６月 4日(土)～5日(日) 第 19回東日本区大会 

長野市若里市民文化ホール 

○6月 7日(火)例会 

 ＹＭＣＡセンター 19時～ 

○6月 11日（土）チャリティーラン 

 小瀬スポーツ公園補助競技場 10時～ 

○6月 21日(火)第 2例会 

 甲府 21総会資料作り 16時～ 

       



 

 

 

駒田勝彦 会長 

 

 岩うちわ （岩団扇）イワウメ科・イワウチワ属 

和名の由来は、岩の上に咲き葉の形が団扇（うちわ）に似

ているところからきていると言われています。１本の茎に１

つの花を咲かせます、これとよく知られている「岩鏡（いわ

かがみ）」は 1本の茎に数多くの花をつけます。 

里山から亜高山帯下部の明るい林下に生え、背丈 5～10ｃｍ前後になる常緑多年草です。 

こうした花々は、厳しい環境にも負けずその季節に咲きますが年々それも僅かになってきているように感じます。

下向きな、可憐さは、日頃を反省させられます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

熊本地方におきました地震、被害を受けられた皆さん、一日も早い復興を、犠牲になられました方々のご冥福を

お祈りいたします。 

4月 23日には、富士五湖クラブの第 6回障害者フライングディスク大会 in郡内 がありました。 

甲府 21クラブから、古屋Y’S夫妻、寺田Y’S、そして駒田の 4名がお手伝いいたしました。 

選手88名、審判、Y’S、学生ボランティア等で170名とのことです。素晴らしい天気に恵まれて行われたこのことは、

地域への大きな働きをされていると思いました。 

今期も余すところ 2 か月になりました。25 周年の期クラブの皆さんとの良き思い出多きことを感じます。6 月早々に

は東日本区大会in長野があります。甲府21クラブもお手伝い

を依頼されております、皆さんで盛り上げにも協力しましょう。 

 

 

 

 

                書記 寺田喜長 

日時 2016年 4月 23日（土） 

場所 富士パメンズパーク 

富士五湖クラブ主催の障害者フライングディスク大会の応   

援に甲府 21より 駒田、古屋、古屋メネット、寺田が参加、

競技参加施設が増え、大会規模が大きく

なり定期行事として定着、甲府、東京西、

東京武蔵野多摩、東京山手、御殿場、甲

府 21、タンポポの多くのクラブから応援

が有り、県立大生のボランティアも参加

しました。障害者ディスク協会の方々も

今までより大勢で競技運営され、心配さ

れたトラブルもなく競技者、応援者とも

楽しく大会を終える事が出来ました。富

士五胡クラブのパワーに敬服。 

 

  2015-2016年度   ５月 

 会  長  挨  拶  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

第６回障害者フライングディスク大会ｉｎ郡内  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hana300.com/iwakag.html
http://www.hana300.com/iwakag.html


 

 

 

 

書記 寺田喜長 

 

日 時  2016年 4月 5日（火）19：00～ 

会 場  山梨ＹＭＣＡセンター 

出席者： 相川、稲垣、荻野、小澤、功刀、駒田、 

輿水、佐藤、清藤、茅野、寺田、野々垣、

奈良田、廣瀬、古屋、松村（禎）、松村（豪）、

薬袋、山縣       （19名） 

ゲスト  餐場裕氏 

司 会  茅野メン   一 言  功刀メン 

会場の机のセッティングをＶ字型に変え気分を変え

てのクラブ研修例会を定刻に開催。 

70 代後半を迎える功刀メンが今のご自身にダブらせ

て詩編90編10－20節を今月の聖句を選ばれ心境を語

られました。4 月誕生者の稲垣メンは名前の「浩司」

を母上が「しろし」と発音されていて、甲府に来た時

に方言で『なに何しろし』と言われいつも呼ばれてい

る様でしたと、県外から移住された方でなければのエ

ピソードでした。 

クラブ研修テーマ『25 年を顧みる』“未来への計画、

何をするか”について報告、提案、意見交換をしまし

た。駒田会長による 25 年回顧では、設立準備会や、

クラブ名の由来、チャーターナイト、認証式の様子や、

最初のＣＳ事業の「700円募金」について、そして 25

周年に至るまでの状況説明が有り、25年前を思い出す

会員、25年の歴史を初めて知る会員、とクラブ理解が

深まる報告でした。続いて、チャーターメンバー古屋

メンと入会 2 年の稲垣メンの新旧メンバー2名がテー

マについて発題、稲垣メンは山梨ＹＭＣＡの事業に今

まで以上にワイズが係り地域との連携を図れないか、

古屋メンは今までのワイズ活動はメンバー同士がなん

でも言い合える楽しい事が基本にありこの環境を今後

の活動に生かしながら新たなＣＳ事業を見つけていき

たい。そして東日本区大会のホストが出来るのはここ

数年の内でないかと発題された。その外、意見、提案

の中で、ＣＳ事業で他のクラブはどんな事業をしてい

るか調べ参考にする、会員を先ず 30 名にしてから新

事業を立ち上げる、今の人員では年間何回もの行事は

大変なので年１回のクラブ独自の事業を考えたらよい

のでは等の意見、提案がありました。これらの提案、

意見を基に 30 周年に向け何をするかを考えて活動し

ていくこととしました。 

最後に、次期役員人事（８ページ参照）を確認し、今

後の予定、諸報告にて 21：00閉会 

 

 

 

 

★草津クラブＤＢＣ合同例会概要 

 書記 寺田喜長 

日 時  2016年 4月 16日（金）～17日（土） 

会 場  今津サンブリッジホテル 

参加者  

甲府 21・・・駒田、相川、功刀、寺田、野々垣、 

松村（豪）、松村（禎）、薬袋、 

露木総主事、ゲスト石若（京都クラブ） 

草津 ・・・・滝野、一井、同メネット、青山、林、 

池田、同メネット、淡路、大脇、杉本 

富士五湖・・・小池、茅野、原、同メネット 

行 程  

16日 8：00ＹＭＣＡ発 ＝ 近江八幡ＹＭＣＡ ＝ 

栗東インター（一井氏、淡路氏迎え）＝ 

堅田、浮見堂（草津クラブメンバーと合流）＝ 

白髭神社 ＝ 湖周道路（650本の桜並木）＝ 

今津サンブリッジホテル（例会、懇親、宿泊） 

17日 梅津サクラ見（雨天の為車中より）＝ 

奥琵琶湖パークウエイ展望台 ＝ 

   マキノ高原（昼飯）＝ 

マキノメタセコイア並木（解散）＝  

三千院 ＝ 

   銀閣寺 ＝ 禊川（ﾐｿｷﾞｶﾜ）にて夕飯 ＝ 

京都東インター ＝ 甲府 

４ 月 例 会 報 告  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

D B C に 参 加 し て 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBC交流参加者 



★ 草津ＤＢＣ交流例会へ参加 

相川貴宏メン 

2002年6月第6回西日本区大会において甲府21ク

ラブと草津クラブはＤＢＣを締結しました。以来交

流は脈々と続いています。今年は当クラブが滋賀を

訪問する番でした。4 月 16 日露木総主事の運転す

るＹＭＣＡの車で出発、現地で合流する功刀メンを

含め 9名（駒田、寺田、相川、松村兄、松村弟、 

薬袋、野々垣、露木総主事、功刀）の参加となりま

した。草津

と合流す

る前に近

江八幡Ｙ

ＭＣＡを

訪問しま

した。山梨

Ｙの建替

えの参考

にする為です。4 階建てのコンパクトな造りは機能

的でもあり参考になりました。第一回滋賀ＹＭＣＡ

チャリティーランの準備に忙しいとの事でした。草

津クラブとは栗東インターで合流、白髭神社（近江

最古の神社、海中大鳥居があり厳島神社を思わせる。

全国の白髭神社の総本宮）を参拝、葉桜となった梅

津の桜並木（800 本 4ｋｍ）満開を想像しつつ走り

ホテルへ。ホテルでは例のごとく飲みながらの交流

でしたが皆年を取ったのか静かな一夜でした。二日

目は雨、強い雨でしたが薬袋さんと別れた後はピー

カンになり薬袋オソロシヤと大笑いしました。マキ

ノメタセコイヤ並木 2.4ｋｍの新緑を楽しみ、道の

真ん中で通行車を止めつつ記念撮影、思い出を胸に

滋賀の皆さんとお別れしました。その後は京都へ。

三千院は芍薬が満開で見事でした。銀閣寺は外人さ

ん 80％の賑やかさでした。そして先斗町のフラン

ス懐石料理のお店へ、生涯初めての経験であり、今

後もあり得ない経験をさせて頂きました。夢のよう

な一時、これ以上は言えません。だって行っていな

い人に悪いですもの。野々垣さん有難う。最後に露

木総主事運転すべてお任せし疲れた事でしょう、あ

りがとうございました。 

 

★草津クラブ交流会 

                  駒田勝彦会長 

この４月は草津クラブとのDBC交流会がありました。

草津クラブの皆様の心温かいおもてなし、大きな琵琶

湖を体感させていただきました。草津クラブの皆様は、

いつもながらお元気で例のにぎやかさ、こちらがハラ

ハラするような会話に仲間の信頼関係を実感いたした。

17日午後から京都へ、三千院のシャクナゲのあんなに

美しく、多くあることを初めて知りました、秋だけの三千

院でなく新たな体験でした。 

京都夜の先斗町 普段は入ることはないところを体験

させていただき、美味しいお酒と食事でした。 

 

★DBC草津クラブとの取り組み  
          野々垣健五メン 

 

１．気が付いた事（平成 28 年 4 月 16

日、17日より） 

 （1）草津メンバーが細かく配慮下さり、

両クラブの「懇親」を深める事になりま

した。甲府２１のチャーターメンバー 

諸先輩の方々の成果と考えます。 

 （2）「懇親」という事を通して、ワイズ

メンズクラブの活動を認識すると同時

甲府２１メンバー 



に、夫々のクラブでの人間関係の育成や、自己の成長

に役立ちました。 

２．次回に向けて 

（1）来年の内容と時期について 

 ① 研 修（甲府２１と山梨YMCAを知っていただく。） 

 ② 見 学 「海にも負けるとも劣らない雄大なスケール

感を有する北琵琶湖」を味方に持つ草津クラブは

凄い。 5kmの桜並木、メタセコイアの並木等もあり、

山梨のものでは勝負は不可能かと。 

 ③ 対抗策として思案すると、 

     (a) ワイン、日本酒はいける。 

     (b) ブドウ、桃も時期が合えばいける。 

（金桜園の様な歓迎も。） 

     (c) 温泉、山の高さ（3,000ｍ級）は生かす。 

（涼しさと癒し） 

     (d) 縄文式土器を中心とした考古学も沢山ある。 

(e) メンをメネットにて迎える体制 

(f) YMCA大澤理事長を挨拶に。 

 ④ スペシャル 

   (a) 大村智博士に接点のある茅野さんに何か頼む。 

 (b) 松村次期会長の本宅のある小淵沢、そして八ヶ

岳から蓼科、上諏訪迄を含むエリアで、何か出来な

いか？ 

（2）担当責任者は廣瀬健夫妻にしてもらいたい。 

（私もしっかりサポー トをします。） 

３．詰め方 

  （1）担当と委員を決める事・・・内容と、割振り 

  （2）時期を決める事 

 

★感激の徘徊報告 

            薬袋勝メン 

今まで行けなかった奥（？）琵琶湖、桜はちょっと

遅かったのですが楽しめました。草津クラブの皆様に

感謝！細かな事は他の方々にお任せして、私は途中か

らドロップアウトして徘徊したことを報告。今津より

小浜へ、途中鯖街道の熊川宿で焼鯖の棒寿司を堪能し、 

舞鶴港で岸壁の母を歌い１泊。翌日、天ノ橋立を股

覗きして、城崎温泉でさらに１泊。近くの玄武洞で地

学の勉強後、念願のコウノトリをしかも雛鳥を見る事

が出来感激の徘徊でした。 

★熊本を思うと… 

         松村禎夫メン 

何十年ぶりの琵琶湖

周辺と古京都への観

光旅行、それに草津

ワイズ、富士五湖ワ

イズとの交流に満腹

しました。しかし、

出発直前の熊本での

二度にわたる震度７

の大地震被害状況を車中でのｉ－ｐａｄで見聞きし、

一寸後ろめたい気持ちでした。 

★贅沢な経験 

          松村豪夫メン 

甲府 21 クラブと草津クラブとの交流訪問で過去何

回かの滋賀県草津訪問は､いつも楽しい旅行です。今回

は特に野々垣会員の企画で 1 泊 2 日の小旅行ですが、

大変楽しい旅行を与えてくれました。学生の頃、近畿

日本ツーリストの添乗員アルバイトで何回も京都に来

ましたけれども、このような経験は初めてで､贅沢な経

験をさせてくれました。特に先斗町のフランス会席禊

川（ミソギカワ）の料理はすばらしかったです。有り

難うございました。 

 

★料理の写真は功刀弘メンにより撮影 
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 稲垣浩司メン 

1 番は雪をかぶった南アルプスの山々がいつでも見

えて、外国、ヨーロッパに暮らしているようなイメー

ジの雰囲気があることです。開けたところでぐるりと

見回すと、盆地なのだなあと実感します。山のせいで

夕暮れが早いのかなと思います。 

2 番目は豊富

な湯量の温泉が

たくさんあり、

どこでも廉価で

利用できること

です。町の銭湯

でさえ源泉掛け

流しの温泉です。

もともと銭湯や健康ランドが好きで、東京に住んでい

たときも週 1回は温泉（沸かし湯）巡りをしていまし

たが甲府に来てから週に 3 回は､どこかの温泉に浸か

っています。 

順不同で次は、新鮮な完熟果物です。時期にあわせ

て、いちご、さくらんぼ、桃、ぶどう、柿、リンゴ、

キウイなどなど次から次へと店頭に並び買いに行くた

びに嬉しくなり､

食べきれないほ

どたくさん買っ

てしまい､たく

さん食べてしま

います。 

そして、何処

に行くのも車の

生活。ほんのすぐ先でも車。全く歩かない。アメリカ

みたいな生活。車は1人に１台が普通。飲み屋にも車。

そして、運転代行。 

今回の本題は、狭い地域の中にたくさんのキリスト

教の教会があることです。東京台東区などで寺院、神

社が密集している場所はありますが､こんなにたくさ

んの教会がある地域があったことに驚きました。そし

て更に驚くことは、各教会が山梨県教会一致懇談会と

いう会のもと、一緒にさまざまな活動を行っているこ

とです。昨年 12 月のオルガンコンサートのパンフレ

ットには、55教会が掲載されています。これはとても

すばらしいことだと思います。同じ地域で活動してい

る教会がお互いに関心を持つことの意味はおおいにあ

ると思います。なんで世田谷区と同じぐらいの人口 80

万人の山梨県で､このようにキリスト教が盛んなのだ

ろうと考えたとき、ハイYの影響によることを知りま

した。瑞牆山のサマーキャンプなど若いころの甘酸っ

ぱい気持ちと共に、キリスト教があったのだろうと想

像します。純粋で感受性の強い若い心は、まさに真綿

に染み入るように、拒絶反応が無いままにキリスト教

を受け入れたのだろうと思いました。学校を卒業して、

それぞれ教会は違っても同級生は友達ですからヨコの

つながりが強いことが特徴に挙げられるでしょう。も

うすでに教会一致懇談会の下地はできていたのだろう

と思いました。 

今後の課題は、YMCAも教会もキリスト教関係の会

員は減少の一途を辿っています、かつて教会を支えた

方々が高齢になり、礼拝に集えなくなってきています。

それなのに若い方が入ってこないのです。気軽に参加

しないのです。近寄ろうとしないのです。あれもこれ

もしないのです。 

かつてのように、教会が若い人のもっと身近な存在に

なれるのならば良いなと思います。 

 

「山梨県教会一致懇談会」について 

山梨県におけるキリスト教会一致運動は、1966年（昭

和 41 年）1 月 23 日（日）、甲府カトリック教会と聖

公会甲府聖オーガスチン教会の教職・信徒が互いに訪

問し合って、合同祈祷会を行うことから始まります。

翌年には、プロテスタントの教会関係者も加わり、ま

た教派を超えた県内のキリスト教系団体の参加も増加

し、1968 年 1 月 18 日～25 日、連夜の一致祈祷会が

県内諸教会持ち回りで始まり、以後毎年行われ、48年

続いています。「山梨県教会一致懇談会」とは、これら

のための協力運営組織です。 

（2015第32回 山梨県民クリスマスのつどいパンフ

レットより） 

 

 

 

 

                     書記 寺田喜長 

日 時 2016年 4月 20日（水） 18：30～ 

ところ 山梨ＹＭＣＡ 

出席者 相川、稲垣、鎌田、駒田、功刀、茅野、寺田、

会 員 ペ ン リ レ ー 

甲 府 に あ っ て 東 京 に な い も の 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  月  第  ２  例  会  報  告 

   

 

 

 

 

 

 

 



野々垣、廣瀬、古屋、松村（禎）、薬袋、山縣 

                   13名 

協議事項 

１）2016年 5月例会について 

 日 時 5月 10日（火） 午後 7時 

 ①入会式 

 入会者氏名：饗 場  裕（あいば、ひろし）さん 

  メネット：饗 場 雅子（あいば まさこ）さん 

  勤務先 ：五 光 電 工 ㈱ 

 ②講演 

 講演タイトル  

「発酵食品開発について（ワインと大豆ヨーグルト）」 

 柳田藤寿（やなぎだふじとし）山梨大学大学院教授 

③司会者：奈良田メン、一言：輿水メン、 

ペンリレー：稲垣メン、講師紹介：輿水メン  

２）6月例会について 

 日 時 6月 7日（火） 午後 7時 

 今期最後の例会です。今期の反省と時期活動計画に

ついて話し合います。  

３）6月第 2例会  甲府 21クラブ総会資料作り 

 日 時 6月 21日（火） 午後４時集合 

① 事業報告書作成 会長、書記、会計・・・・ 

監事、次期会計は印鑑を準備する 

② 事業計画書作成 次期会長、書記、会計 

   資料綴りは皆で協力 

４）熊本地震災害協力について 

 ＹＭＣＡの街頭募金に協力する・・・ 

4月 27日（水）15：00～16：30甲府駅南口集合 

 プライムタイムの子供たちと合同で行います。 

現地集合、甲府 21ジャンパー着装 

 駅コンコース北側での募金可能か交渉してもらう。

相川、廣瀬、寺田協力予定 

 ワイズメン東日本区への震災募金はクラブより2万

円送金する 

５）チャリティーラン 

 日 時 6月 11日（土） 午前 10時より 

 場 所 小瀬スポーツ公園補助競技場 

（第 2駐車場そば） 

 次回実行委員会 4月 22日（金）午後 6時 

ＹＭＣＡにて…出席願います。 

６）その他 

 ①5月ブリテン原稿締め切 4月 27日  

ＤＢＣ交流報告を掲載 

②東日本区大会長野登録者確認 

③ あずさ部第 3回評議会（5月 14日）参加者確認 

  駒田、相川、寺田、松村（禎）出席予定  

参加希望者は4月24日までに寺田へ連絡ください。 

 ④山梨ＹＭＣＡ総会について 

 日 時 5月 28日（土） 10：00～ 

 案内が送られますが 

70周年記念総会ですので出席を下さい。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

  総主事  露木 淳司 

今、熊本ＹＭＣＡが指定管理する益城運動公園には

1,300 人を越える被災者が体育館や駐車場の車内で生

活をしているとのことです。直接ＹＭＣＡスタッフが

担当する救援対策本部とＹＭＣＡ本部が直結し、刻一

刻と新情報が舞い込んできます。これに応えるべく山

梨ＹＭＣＡでは、まずできることとして街頭募金を始

めました。プライムタイムの子供たちが声をからして

待ち行く人々に声を掛けると多くの人が応えてくれま

した。参加した子どもたちは連日流れる被災地のニュ

ースに無関心でいられなくなり、2 度目 3 度目の街頭

募金に参加しようとしてくれています。ワイズの皆様

も早速東日本区から100万円の支援金が送られるなど、

迅速な対応をしていただいています。これからも被災

地の皆様に寄り添い続けて行きたいと思います。 

 さて、5月 1日はＹＭＣＡ創立記念日です。70年前

のこの日に山梨ＹＭＣＡは誕生しました。それからＹ

ＭＣＡの会館は 2回移転をし、現在の建物は3番目の

会館とのことです。そして今、新天地に移るのか、現

在の地に残るのか、不透明なまま道路拡幅工事を迎え

ようとしています。もっともっと皆さんの生の声を、

アイディアをお聞かせください。今この時代に、この

地で、未来に向けてＹＭＣＡは何をすべきですか？ど

こにあるべきですか？移って欲しい場所はどこです

か？耳寄りな物件をご存知ではありませんか？何か斬

新な発想をお持ちの方はいませんか？ 

これから 75 周年に向けて大胆に且つ慎重にＹＭＣＡ

丸の舵取りをしていかなければなりません。ＹＭＣＡ

に連なる皆様と共に、総力を挙げてこの船を前に進め

ていきましょう。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★



甲府２１クラブ 入会式プログラム      

日 時 2016年 5月 10日(火) 午後７時００分 

進行者  開式の言葉          

入会者： 饗 場  裕（あいば、ひろし）さん                        

立会人：前に整列                                 

1.入会者紹介 （佐藤重良メン）                             

＜室灯消灯＞                                           

2.キャンドル点灯   

（進行者⇒入会者その後順次立会人へ）            

3.入会式 式文朗読（会長）   

入会者は式文に応じて回答              

4.ワイズバッチ装着  （ 会長から入会者へ）                      

５.入会者と会長・立会人握手 

６.キャンドル消灯                                        

＜室灯点灯＞                                           

７.歓迎の挨拶  （会長）                                    

進行者  閉式の言葉       

 

 

入会者プロフィール 

饗 場  裕 さん  

（あいば、ひろし） 

甲府市在住 

1972年 12月 20日生（43歳） 

家族構成：父・母・兄 2人 

     妻 雅子 43歳 

経歴： 穴切剣道スポーツ少年団

入団～大学まで剣道に勤しむ 

日本大学商学部 

五光電工株式会社・常務取締役 

趣味：旅行 

今回 Y`メンズクラブに入会を機にボランティア活動

に興味を持ち、何かしらのお役に立てればと思います。 

 

 

ゲスト卓話者プロフィール 

柳田 藤寿（やなぎだ ふじとし）さん 

山梨大学大学院教授 

山梨大学評議員・生命環境学部副学部長・ 

地域食物科学科教授・ワイン科学研究センター教授・ 

農学博士 

1988 年東京農業大学大学院を修了し農学博士号取得。

1990年山梨大学の助手としてワイン中の乳酸菌に関する

研究を行う。2000 年世界で初めて海水から分離した海洋

酵母によるワイン開発に成功、ヒット商品となる。 

2008 年山梨大学教授。2010 年大豆で作った飲むヨーグ

ルトを開発（ワイン酵母使用）2013 年 幻の湖 富士六湖

（赤池）から分離した酵母のワイン開発にも成功する。現

在、日本乳酸菌学会（評議員）、日本ブドウワイン学会（理

事）、日本醸造協会（編集幹事）日本ワイン文化振興協会

（理事）など８つの学会に所属。著書は、『世界が認めた

国産ワイン』（ぶんか社）『科学の宝箱』（TBS出版）など１０

冊。学術論文、解説文は、約９０編。 

 

 

2016-2017年度 クラブ役員 

 

会長  松村禎夫 

副会長  佐藤重良 

副会長  野々垣健五 

書記  寺田喜長 

会計  古屋秀樹 

直前会長   駒田勝彦 

監事  薬袋勝 

ブリテン   稲垣浩司 

Yサ・CS・ASF 山縣譲治 

DBC・IBC  奈良田和也 

TOF・BF・EF  相川貴宏 

EMC  廣瀬健 

メネット会  野々垣悦子 

担当主事  露木淳司   

 

 

 

障害のある子どもたちを励ますために 

第 19回 山梨ＹＭＣＡ 

インターナショナル・チャリティーラン２０１６ 

６月１１日（土）小瀬スポーツ公園 （補助競技場） 

        雨天決行 

        YMCAホームページより 


