
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本地震緊急支援として 5月例会のニコニコ募金 

39,660円を山梨YMCAに渡しました。 

また、ワイズメンズクラブ東日本区にも 

甲府 21クラブから 20,000円を送金しました。 

 

 

 

 

 

 

 

2016年６月例会 

日  時  2016年６月７日（火）19：00～ 

会  場    ＹＭＣＡセンター 

司  会   野々垣 健五メン 

 

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           佐藤重良メン 

会長挨拶           駒田勝彦会長 

ハッピーバースディ  

ワイズディナー 

次期会長方針検討 

諸報告 

ＹＭＣＡの歌  

閉会点鐘           駒田勝彦会長 

 

 

 

 

 

★今月の聖句★ 

 

あなたがたのうちでいちばん偉い人は、仕える者になりなさい。だれでも高ぶる者は低くされ、

へりくだる者は高められる。 

 ( マタイによる福音書 23 章 11－12 節  佐藤 重良 選 ) 

 

                          

２０１６ 

６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 』 

６月の誕生者 

（メン）野々垣 健五（５）    

寺田 喜長（１３） 

 奈良田 和也（１６） 

（メネット） 

      古屋 律子（２６）   廣瀬まさみ（１１） 

 
 

５月のデータ（在籍数 2１名） 
５月例会出席者数           ２０名 
 メネット７名  ゲスト３名   合計３０名 
５月第二例会出席者数          １１名 
出席率 20/21           ９５．２４％ 
ニコニコ募金               ０円 
ニコニコ募金累計        ５８，１９１円 
 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○   

○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           ＹＭＣＡセンター～若奴     1６時～ 

○７月 ５日（火）キックオフ例会       割烹石川              １８時３０分～ 

○７月１６日（土）あずさ部第 1回評議会          

 

       



駒田勝彦 会長 

フタバアオイ（双葉葵） 

山梨県西沢渓谷にはその季節にだけ見られる花があります。

これはその一つです。 

山地の林の中に育つ多年草です。 

茎は地を這うようにのびその先に２枚の葉をつけます。葉は

ハート形で葉脈が独特です。 

徳川家の「葵の御紋」はこの葉を３枚組み合わせたものと言う説や、別のカンアオイとする説もあります。これは地域によ

り多種多様な異なりがあるためと思われます 

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

ワイズメンのメンバーの高齢化は各クラブ同じ悩みを持つものですが、この度内閣府から高齢者白書が出されました。

以下その一部です。 

 （高齢社会対策大綱（案） 平成２４年） 

 戦後生まれの人口規模の大きな世代が６５歳となり始めた今、「人生６５年時代」を前提とした高齢者のとらえ方につい

ての意識改革をはじめ、働き方や社会参加、地域におけるコミュニティや生活環境の在り方、高齢期に向けた備え等を

「人生９０年時代」を前提とした仕組みに転換させる必要がある。そして、活躍している人や活躍したいと思っている人た

ちの誇りや尊厳を高め、意欲と能力のある高齢者には社会の支え手となってもらうと同時に、支えが必要となった時には、

周囲の支えにより自立し、人間らしく生活できる尊厳のある超高齢社会を実現させる必要がある。 

（平成２８年度版高齢社会白書より） 

 ＊平均寿命の延伸を見ると、２０１４年女性８６．８３歳、男性８０．５０歳   

 ２０６０年には、女性９０．９３歳、男性８４．１９歳を超えることが予想される。 

＊自主的グループ活動６０歳以上６１．０％（２０１３年） 

参加してよかったこと「新しい友人を得ることが出来た」４８．８％、「生活に充実感ができた」４６．０％  

 ＊友人・知人との交流について①ふだん、近所の人とは、立ち話程度が多い、②相談や互いに世話をする友人   

日 本 ：いない人 ２５．９％、同性がいる人 ５７．５％、同性異性両方 １３．８％  

ドイツ ：いない人 １７．１％、同性がいる人 ３２．２％、同性異性両方 ４７．６％  

このことから、 

 日本では、相談相手に同性がダントツです、ドイツでは、同性異性トップ  相手が違っても共通は“つながり”です。 

この“つながり”が大切と思います。 

 NHKのスーパープレゼンティーションの番組の中で、ハーバート大学のウォールディンガー博士は 

 「人は集団生活や結婚生活の中でも孤独になりうる。つまり、社会的なつながりの数より、人間関係の中でどう感じるか、

『つながっていると感じるかどうか』が重要なのです。 

  よい人間関係ができる人に共通する特徴として、共通する特徴は『柔軟性』でしょうか。自分の思うように他人を動か

そうとする人は、人間関係でトラブルを抱えることが多い。人をコントロールするなんて不可能ですからね。柔軟性があり、

他人の考えを尊重できることが、人間関係をうまく維持したり、困難を乗り越えるために必要な要素です。人それぞれ考

え方は違いますからね。」 

私は高齢化社会というその構成メンバーなのだという自覚とともに、だからこそワイズメンズクラブのような集まりが大切

であり、幸せと自分自身の成長につながると思っています。 

この１年皆様との“つながり”を与えられて何とか会長の任を果たすことが出来ました。 

末尾ではありますが、心より御礼を申し上げます。  書記さん、会計さん皆様ありがとうございました。 

  2015-2016年度   ６月 

 会  長  挨  拶  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               野々垣 健五メン 

本年 5月 27日の甲府教会のペンテコステ礼拝において松木田牧師から受洗されました。 

智之さんの母悦子さん、私たち夫婦、功刀先生さらには同じ甲府 21 に所属する荻野さん夫妻、彼の勤務する湯

村温泉病院の小澤専務、常務も出席の礼拝でした。 

智之さんは昨年の５月から私とともに甲府教会の礼拝に出席されていました。私への支援で全国各地のYMCA

をビデオ担当しながら拝見するにつけて「それぞれの YMCA スタッフ皆さんのボランテイア精神やクリステイ

アニテイ」にふれて「なるほど」と思ったことがおおいと思います。ワイズメンへの誘いも十分に納得し、入会

後はさらには山梨YMCAへの奉仕もすんなりと入っていけたようです。 

昨年のクリスマスの礼拝をえて、甲府教会の金明淑牧師に指導されて６カ月求道の道を歩んできました。私の

受洗したのもペンテコステでしたが小澤さんもこの日時にキリがついたように思います。 

彼はまだ 40歳、これからさらに勉強していき、よきリーダーになれますように、甲府 21のみなさんのよき指

導をお願い致します。 

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

 

 

 

 

書記 寺田喜長 

日 時 2016年 5月 10日（火） 19：00～ 

会 場 山梨ＹＭＣＡセンター 

出席者 相川、荻野、小澤、功刀、鎌田、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、

饗場  20名 

メネット 相川、荻野、清藤、寺田、野々垣、廣瀬、

饗場  7名 

ゲスト 柳田藤寿氏(講師)、標あずさ部長、 

中田久仁氏（ＹＭ職員） 3名  計 30名 

司会 ＝ 奈良田メン、 一言 ＝ 輿水メン 

 

饗場新会員の入会式と、柳田教授のゲスト卓話例会

はあずさ部長に出席頂き、7 名のメネットも出席し開

催しました。駒田会長司式進行のもと、饗場ご夫妻と

立会人の標あずさ部長、茅野ＥＭＣ委員長、相川メネ

ット会長、紹介者の佐藤メンにより、キャンドルの明

かりの中で厳かに行われ、饗場氏の入会宣言、バッジ

装着にて入会承認と相成りました。クラブ年令を若く

してくださる会員が又入会頂き嬉しく、頼もしい限り

です。 

ゲスト卓話は、山梨大学柳田藤寿教授による「発酵

食品開発について（ワインと大豆ヨーグルト）」の演題

にてお話し頂きました。「発酵食品とは」「発酵食品の

持つ３つの力①食べ物が美味しくなる、②栄養価が高

く体に良い、③食材の保存性が向上する」「発酵と腐敗」 

５ 月 例 会 報 告  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

小 澤 智 之 さ ん 受 洗 お め で と う ご ざ い ま す 

 

 

 

 

 

 



「発酵食品の種類」「微生物の種類」「赤ワインと白

ワインの違い」等、解り易い解説や、発酵技術を活

用した大豆ヨーグルトの製品化、その外、山梨ブラ

ンドの発酵食品の開発を手掛けられ、世界初の海洋

酵母によるワイン製品化、幻の湖―富士六湖(赤池)

からのワイン酵母を分離しワイン製品化で葡萄以外

の酵母でも甲州ワインを広めており、市川三郷町特

産の栄養価高い大塚人参を原料にした植物性乳酸菌

発酵飲料を開発したりして山梨のイメージアップに

貢献されている楽しいお話でした。日本のワインは

安くならないか、二日酔いにならないワインは無い

かとの質問にも解り易く？対応していただき有り難

うございました。 

 

 

 

 

 

相川 貴宏メン 

 Ｈ２２年以来一人旅も回を重ね、日帰りを含めれば 6

回となる。その殆どが東北である。青森 3回、八戸 2回、

何故東北に足が向いてしまうのだろう。 

Ｈ2６年は三陸鉄道南北リアス線が全面開通し早速乗りに

行ってきた。南リアス線は大人気で 1 両編成の電車は老

人クラブや町内会の団体で満員状態だった。盛から釜石

まで片道を電車で、帰りは観光バスらしい。地元の人たち

の喜びが伝わってきて嬉しかった。 

釜石、宮古間の山田線は未開通なのでバス運行である。

海女ちゃんで有名になった久慈まで 1 時間 40 分、沿線

には未だ震災の復旧作業が行われている状況が伺え

た。 

Ｈ２７年 5月 30日 仙石線が全面開通し、普通のみ運

行の従来線と仙石東北ライン（特別快速・快速を運行）が

新設された。鉄ちゃんなので各駅でのんびり石巻、女川

を目指しつつ気仙沼線にも乗る事にした。 

 

6月 30日 石和温泉 8時 17分発かいじで出発、仙台 11

時 5２分着。仙石線で松島海岸へ、海鮮丼で昼食、松島

観光遊覧船で湾内観光、瑞巌寺，五大堂、円通院と鉄ち

ゃんらしくない観光をする。たっぷり時間を取り観光し石

巻へ、「石巻グランドホテル」へ投宿した。一泊 5,700 円、

夜は近所の居酒屋で海鮮たっぷりの鍋や鮭チャンチャン

焼き等で一杯 一人寂しい夜でした。 

7月 1日 10時前の電車で女川へ、女川駅は 3月 21日

町が計画する「まちびらき」に合わせ約 200ｍ内陸部に移

設され浦宿駅―女川間が復旧した。新しい駅で木の香か

おる雰囲気である。駅内に町営の温泉施設があり観光客

も見受けられたが駅前は未だ商店街造営中で何もない。

タクシーもない。行くところが無い。やむなくＵターンする。

石巻、前谷地経由で小牛田へ。気仙沼線は小牛田―柳

津間は電車とＢＲＴ（バス高速輸送システム）が運行され

ており、柳津―気仙沼間はＢＲＴしか無い。僕はバスに乗

りに来たのではない。やむなく計画変更する。小牛田か

らは東北線で一ノ関に出る。昼飯は時間が無く駅蕎麦を

頂く。一ノ関から大船渡線で気仙沼へと大回りする。16時

ごろやっと気仙沼に到着した。雨が降り始め風が冷たく

寒い。ここには奇跡の一本松がある。嘗て花巻で開催さ

れた東日本区大会で涙に溢れた陸前高田の鳥羽市長の

講演を聞き帰り道見学したことがあった。再会とばかりＢＲ

Ｔに乗り込んだがバス内の時刻表を見て愕然とする。奇

跡の一本松からの帰りのバスが１時間半無い事に気づか

された。雨、風さむい、とても待てない。奇跡の一本松は

見ているから良いや、途中下車し気仙沼行のバスを15分

待ち駅へ帰り着いた。気仙沼の繁華街は海沿いに行か

なければ無い。タクシーが必要になる。その元気が湧か

ない。トボトボと駅前にあるホテルパールシティ気仙沼へ

投宿する。 

7月2日 今日は一人旅で初めて温泉宿に泊まることにし

た。いつもビジネスホテルに地元料理屋で過ごしたが少

し贅沢気分も味わいたい、堕落したのだろう。ネットで検

索し一人旅歓迎の文句に反応し、雫石駅にて送迎の鶯

宿温泉「ホテル加賀助」に予約を入れる。 

9時過ぎ大船渡線で一ノ関に戻り新幹線で 12時過ぎ盛 

会 員 ペ ン リ レ ー 

「ワインと文庫片手の男の鉄道一人旅  ４」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

岡に到着する。作家でエッセイスト杉浦日向子のエッセイ

「そば屋で憩う」に登場する盛岡直利庵にタクシーで直行

する。永六輔曰く、ソバ屋は飲む処、すし屋は食事をする

処との事、勿論そば前（お酒）と鴨せいろを注文する。中

居さんに杉浦日向子さんのことを話すと調理場からおか

みさんが登場し「可愛い娘だったね」と思い出話をしてく

れた。すっかりそばを堪能し田沢湖線で雫石へ、歓送バ

スでホテルに投宿した。温泉にゆっくり、たっぷり浸かり

食事処へ、家族連れ 2組と一人旅 2組が居た。定番の旅

館食を頂きゆっくり休んだ。 

最終日7月3日 遠くへ行く元気もなくバスで小岩井農場

まきば園に行く。7 月の普段日観光客は少なくゆったりし

ていた。園内バスツアー小岩井農場めぐりに乗り小岩井

農場の広さを実感した。3,000 ヘクタール（山手線内側の

面積ほぼ半分）を生産農場として、農林畜産をベースに

した事業を展開しているとの事。列挙すれば酪農事業，

乳加工・販売事業、種鶏事業、たまご事業、山林事業、観

光事業・・・バスツアーは小岩井農場の歴史とその足跡を

辿るツアーでした。チーズを土産にバスで盛岡へ。15 時

30分はやぶさ 24号で帰途に、石和温泉20時04分到着、

早々と我が家に帰り着きました。 

 

写真は直利庵Facebook、小岩井農場ホームページより 

 

 

 

 

                     書記 寺田喜長 

日 時 2016年 5月 17日（火）18:30～ 

場 所 山梨ＹＭＣＡ 

出席者 相川、功刀、駒田、鎌田、茅野、寺田、廣瀬、

古屋、松村（豪）、松村（禎）、薬袋 11名 

協議事項 

１、2016年 6月例会について 

  日時 2016年 6月 7日（火）午後 7時 

  司会者＝野々垣、  一言＝佐藤   

ペンリレー＝相川 

  次期会長方針提案の検討 、ご意見、提案のある

方はご意見を……添付資料参照 

２、第二例会について 

  日時 2016年 6月 21日（火）  16：00集合 

  甲府 21総会資料作り 

① 業報告書作成：原稿作成 

（会長、書記、会計） 

② 業計画書作成：原稿作成 

（次期会長、書記、会計） 

  資料綴りは協力できるメンバーで 

 詳細   

 事業報告、事業計画の表裏用紙各 30 枚準備、

色彩はお任せ・・・会長 

 報告書等製本・・・大き目のホッチキスを各自

持参  

 皆勤者の確認、古希到達者の確認・・・・書記

作業後に会長及び担当者の慰労会を予定して

います。・・・18：00頃より若奴食堂にて 

３、東日本区大会について 

 当クラブの担当の役割が 5月 14日の評議会で確認 

 受付、駐車場案内、クローク担当等依頼された 

6月 4日 8時集合  

役割分担説明・・・受付 5名、駐車場担当 2名、 

クローク 2名の９名 

従いまして４日の甲府出発はＹＭＣＡ5 時 30 分で

す。松村豪夫氏は双葉で、禎夫氏は小淵沢バス停に

て合流 

 バナーは会長が担当、各自名札ホールダーは持参く

ださい。 

① 受付担当５名  チーフ駒田  

５  月  第  ２  例  会  報  告 

   

 

 

 

 

 

 

 



沖縄湘南部担当：相川、松村（豪）(サブ薬袋） 

富士山部担当：野々垣、山縣、（サブ寺田） 

② 駐車場担当２名  佐藤、奈良田（会場隣り） 

③ クローク担当２名  松村（禎）、小澤  

 尚、９名のスタッフにはユニホーム及び昼食が準備

されます。日帰り組の出発時間が 5 時 30 分に変更

です。  

 （日帰り組 相川、小澤、佐藤、奈良田、野々垣、

松村兄弟、山縣の８名） 

４、熊本地震災害協力について 

5 月例会ニコニコ募金 3９，６６０円を山梨ＹＭ

ＣＡにお渡ししました。 

5月 14日街頭募金協力 

５、チャリティーランにつて 

  2016年 6月 11日（土）午前 10時より 

  小瀬スポーツ公園補助競技場にて開催 

 実行委員会   

5月 20日（金）午後６時 ＹＭＣＡにて 

 尚、当日参加出来ない方は連絡願います。野々垣メ

ン、輿水メン、茅野メン、功刀メンからは欠席の連

絡を頂いています。 

６、その他 

① 6月ブリテン原稿締め切り  5月 27日（金） 

②  7月5日キックオフ例会は部長公式訪問です。 

会場は 「割烹石川」 の予定です。 

 

 

 

 

 

書記 寺田 喜長 

日   時  2016年 5月 14日（土） 

会   場  高尾わくわくビレッジ 

出 席 者  相川、駒田、寺田、松村（豪）、松村（禎） 

担   当  八王子クラブ 

 

今年度八王子クラブが手がけた「高尾の森わくわくビレ

ッジ・ワイズガーデンの園芸作業」で整備した花壇でアイ

リスが見事な花を咲かせ今回の評議会の冠名としていま

す。 

午後1時半、標部長の最後の評議会が八王子クラブ中

塚メンの司会で開会式を進行、開会点鐘、祈祷、ホストク

ラブ八王子の長谷川会長の歓迎挨拶を頂き、引き続き評

議会にて議案審議を致しました。 

 

◎議案審議 

第 1号議案：  

2016－2017年度 あずさ部活動方針承認の件 

 ＊次期浅羽あずさ部長主題・・・ 

「あずさ部は賜物の宝庫、もっと活かそうぜ！」 

 ＊部長方針・・・前年度部長方針は「ワイズメンとして一

歩前進」の主題のもと、会員一人ひとりが少しずつク

ラブの活性化に参画する、というものでした。この方

針を継承します。そのために部として何が出来るか、

多くの皆さんとじっくり話し合っていきたいと思いま

す。具体的に大きく６つあります。 

  １）部の課題を全クラブで確認し、取組み、適宜区にも

働きかける。 

  ２）各クラブの会員増強、地域奉仕、国際交流、ユー

ス・YMCA サービスを支援する。（主査との連携強

化） 

  ３）クラブ間の交流や支援を応援する。（部を越えた交

流も） 

第３回あずさ部 「アイリス評議会」 報告 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

全国一斉 YMCA街頭募金 

5月 14日(土) 甲府駅南口にて 

 

総主事 露木淳司  

 

熊本の地震が発生して 1 カ月。全国一斉 YMCA 街頭

募金ということで、山梨 YMCA も甲府駅前で実施しまし

た。十代の若者の募金率が高く、日本の未来に希望を感

じました。    

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 



  ４）部独自（あるいは複数クラブ）による活動の可能性

（方法、予算等）を研究する。 

  ５）部の体制について意見交換し、部への関心を高め

たい。 

  ６）メン一人ひとりの賜物を生かすよう工夫する。 

一粒のブドウは一粒一粒が同じ味ですが、ワイズ

の一房（クラブ）はメン一人ひとりが豊なる味と食感

を持っています。様々なメンとの出会いの中で、ワ

イズの世界が賜物の宝庫だということに気づかさ

れます。でもその賜物の出番がなければ、それこ

そ宝の持ち腐れです。賜物（見識、特技、人脈、

財、想像力、時間、連れ合い、人柄、オーラ等）を

もう少し拠出しませんか。 

第 2号議案：  

2016～2017年度 あずさ部予算案承認の件 

第 3号議案：  

2016～2017年度 あずさ部部会日呈承認・・ 

2016年 10月 22日（土） 

第 4号議案：  

2016～2017年度 あずさ部評議会日呈承認の件 

  第 1回評議会・・・2016年 7月 16日（土） 

  第 2回評議会・・・2017年 2月 11日（土） 

  第 3回評議会・・・2017年 5月 13日（土） 

第 5号議案： 

2016～2017年度 部役員承認の件（追加） 

  前回未定でした 

・メネット委員、連絡員・鶴田美恵子（甲府クラブ） 

・長野クラブ会長・・・・森本俊子 

第 6号議案： 

2017～2018年度あずさ部長指名承認の件 

・東京西クラブの大野貞次会員を指名 

全議案が承認されました。 

◎ ・第 3回東日本区役員会報告・・標部長 

 ・事業主査活動報告・・・・・・各事業主査 

 ・クラブ会長活動報告・・・・・各クラブ会長 

 

以上審議、報告を終了し松村豪夫監事講評にて評議会

閉会、記念撮影後、懇親会にて交流を深め、渡辺東日本

区理事へ、熊本地震へのあずさ部から及び当日義援金

持参クラブの義援金を託しました。 

出席者数 65名 

 

 

 

 

日 時 ：2016年 6月 4日(土) ８時集合 

場 所 ：長野市若里市民文化ホール 

ホストクラブ：長野ワイズメンズクラブ 

協力クラブ：甲府・松本・甲府 21・富士五胡・信越妙高 各

ワイズメンズクラブ 

出席者：相川、小澤、功刀、駒田、佐藤、茅野、寺田、

野々垣、奈良田、松村豪夫、松村禎夫、薬袋、

山縣           13名 

6月 4日（土）山梨YMCA前より 5時 30分出発  

 

 

  

       

  山梨YMCAの Facebookより 

2016年5月28日。山梨YMCA青少年センターにおい

て、「山梨YMCA定期総会＆創立70周年記念祝会」が開

かれました。 

 総会では、2016年度の事業方針や事業計画案、収支

予算案などが出席者の賛成多数で承認されました。 

【重点目標】 

１．YMCA ブランドの再生、ホームページのリニューアル、   

機関紙の定期的な発行 

２．FOR ALL 及び多世代間交流の実現 

３．YMCAネットワーク強化 

４．人的体制の整備 

５．道路拡幅工事を見据えた将来計画の策定 

また、長年山梨

YMCAに尽くして

こられた石原祥平

さんと鈴木健司さ

んに名誉理事証が

贈呈されました。 

山梨YMCAは、 

速報 第 19 回 東日本区大会開催 

   

 

 

 

 

 

 

 

山梨 Y M C A 定期総会開催 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

チャリティーランや YMCAバザーに代表される、多世代

間交流を推進していきたいと考えています。地域の人々

が世代を超えて顔の見える関係となり、支えあい、助け合

い、皆が笑顔になれるケアコミュニティづくりを推進してい

きたいと思います。そして推進するための人的体制の整

備に取り組むと同時に、同じ目的を有する他の団体とも

積極的に連携し、より柔軟に効率的な事業運営を図りま

す。 

今後とも皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

  総主事  露木 淳司 

 

5月 28日(土)、今年の定期総会が無事終わりました。

2015年度の事業報告と会計報告を承認していただき、

新しい常議員の皆様のお披露目を果たすことができま

した。第 2 部では 70 周年の祝会が行われ、懐かしい

昔話に耳を傾け、合せて将来計画についても考えると

きを持ちました。 

５月は通常のプログラムに加えて、この総会とチャ

リティーランの準備と夏季プログラムの企画募集を同

時に進めていかねばならず、猫の手も借りたい状況と

なります。そして６月に入り、チャリティーランが終

わるとようやく一段落して、夏を迎える心の準備をし

ます。そして７月中旬より、いよいよ夏のプログラム

が連日続きます。毎年のことながら連続的に続く精神

的なプレッシャーは半端ではありません。さながら嵐

の中の大海原でボートをこいでいるような心境です。

いつもお元気なワイズの皆様からのエールを受け止め、

スタッフ一丸となってこの夏を乗り切りたいと願って

おります。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

山梨 YMCA 定期総会 

２０１６年５月２８日 


