
 

 

 

 

国際会長主題  Our Future Begins Today. 私たちの未来は、今日より始まる 

アジア会長主題  Respect Y`s Movement ワイズ運動を尊重しよう 

東日本区理事主題 明日に向かって、今日働こう 

あずさ部長主題  あずさ部は賜物の宝庫、もっと生かそうぜ！ 

甲府２１会長主題 楽しい、奉仕のしがいあるクラブにしよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

２０１７ 

２月号 

2017年 2月例会 

日  時  2017年 2月 7日（火）1９：00 ～ 

会  場   ＹＭＣＡセンター 

司  会  饗場裕メン 

開会点鐘        松村禎夫会長 

ワイズソング 

ワイズの信条 

会員ひと言       廣瀬健メン 

会長挨拶        松村禎夫会長 

ハッピーバースデー 

ワイズディナー 

ゲスト卓話       梅本卓弥 氏 

（ 株式会社 日本トリム 東京支社営業部主任 ） 

「 水素と健康 」 

～ウｵ―ターヘルスケアという新習慣～ 

諸報告、ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘        松村禎夫会長 

 

 

 

 

 

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 』 

2月の誕生者 

（メン）     山県 譲治（６） 

（メネット） 荻野 優子（４）、鎌田 千里（９）、饗場 雅子（１０） 

1月のデータ（在籍数 23名） 

 
１月例会出席者数２１名,メネット４名,ゲスト３８名 

合計６３名 
１月第二例会出席者数 １４名,ゲスト１名           

合計１５名 
出席率 21/23           ９１．３０％ 
ニコニコ募金 第１例会        １５，６３６円 
  〃    第２例会        ７００円 
  〃    １月合計     １６，３３６円 
  〃    累  計    １１１，０２１円 
 

○●○● 今後の予定 ●○●○   

○２月１１日(土祝)第２回あずさ部評議会  東京YMCA山手コミュニティ－センター１３時３０分～ 

○２月２１日（火）第２例会        YMCAセンター～若奴         １８時３０分～ 

○３月７日(火)例会            YMCAセンター           １９時～ 

 

★今月の聖句★ 

 

わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むという

ことを。希望はわたしたちを欺くことがありません。 

（ローマの信徒への手紙５章３b－５a 節 廣瀬 健 選） 

 

０５５－２３５－８５４３  

０５５－２３５－８５５３  



 

 

 

 

                          松村禎夫会長 

２月は、一年で一番寒い季節で、このところ私の住

む八ヶ岳南麓でも毎朝氷点下５℃～１０℃の日が続き、

寒さ対策に大わらわです。でもスキー愛好家（下手の

横好きですが）の小生は、家から近い白銀のゲレンデ

で、すでに二回もスキーを堪能しました。 

ところで、1月の甲府クラブとの合同新年例会では、

日本ＹМＣＡ同盟の島田総主事により、ＹＭＣＡでの

長い勤務を通した経験談から、深い示唆と励ましを戴

きました。また山梨英和中高校長・三井貴子さんのご

主人による手品なども披露され、ひと時を楽しみ、大

勢の皆さんと共によい交流が出来たことを心から感謝

しております。 

今月はＴＯＦ例会（飢餓もしくは断食例会）です。

このＴＯＦ活動は、ワイズメンズクラブの奉仕クラブ

としての側面で重要な献金活動の一つです。このＴＯ

Ｆ活動は、途上国で民生向上のため苦闘しているＹＭ

ＣＡによって世界ＹＭＣＡ同盟を通じて申請されたプ

ロジェクトの中から、ワイズメンズクラブ國際協会が

選定した事業を支援するプログラムです。このＴＯＦ

活動は、ワイズメンズクラブ独特のプログラムで、も

う５０年以上続いており、既に５億円近くの資金援助

をしているそうです。 

当クラブとしては、この献金活動のほか、ダルニー

基金（タイの子ども２名の学資支援）や、いのちの電

話、ロールバックマラリヤ撲滅献金等に、ＣＳ活動へ

の支援も合わせ年間５０万円弱を提供しております。 

一方、交流クラブとしての側面で重要な活動として

は、今月は東西日本区交流会が東山荘で、あずさ評議

会が高田馬場の山手コミュニティーセンターでありま

す。また、４月８，９日には、草津クラブとの合同例

会として、山梨考古学ツアー兼桃源郷ツアーが計画さ

れ、６月には３，４日に東日本区大会が川越で予定さ

れています。このような他クラブとの交流もワイズ活

動活性化に重要かと思いますので、メネットも含めて

出来るだけ多くの方のご参加を期待しています。 

先日の第２例会では、３月に小澤公紀さんの入会式

が決まり、次期の役員体制もほぼ決まって、クラブ活

動の新しい営みが進められつつあることを嬉しく思っ

ております。 

まだ当分は寒さの厳しい日々が続くと思われますが、

体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごし下さい。 

以上 

 

 

 

 

                         寺田喜長書記 

日 時 2017年 1月 10日（火）18：30～ 

会 場 ホテル談露館 

出席者：相川、赤根、稲垣、荻野、小澤、鎌田、功刀、

輿水、駒田、後藤、佐藤、清藤、茅野、寺田、

野々垣、廣瀬、古屋、松村（禎）、松村（豪）、

薬袋、山縣          （21名） 

メネット：荻野、寺田、野々垣、広瀬   (4名) 

ゲスト：島田茂日本 YMCA同盟総主事、三井貴子山梨

英和学院中高校長ご夫妻、小野興子ブドウの

木施設管理者、小澤公紀、YMCA職員 3名（中

田久仁、中田純子、内田優子）   (8名) 

甲府クラブ（30名）敬称略 

              合計６３名 

 

今年の新年合同例会は例会では島田茂日

本 YMCA同盟総主事に卓話をお願いし、懇

親会はミニアトラクションを準備、その他

にもゲストの方をお招きし例年より開始時

間を早め当クラブ DBC委員会が担当して開

催されました。甲府クラブ布能メンの「今

月の聖句、一言」がビデオにより伝えられ、

お元気な力強いメッセージが流れ、来賓の

山梨英和学院中高校長の三井貴子様、ブド

１ 月 合 同 新 年 例 会 報 告 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017年度  ２月 

 会 長 挨 拶  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ウの木施設管理

者小野興子様の

ご挨拶を頂き、

続いて「YMCA

が青少年の希

望となる日！」

--祈りに支え

られて-- と

題した島田茂総

主事の講演はご

自身の生まれ育

った環境での

「いじめ、差別」

との戦いであり、

就職もままなら

ず、行く先無く

横浜 YMCA 職

員に就職、しか

し横浜 YMCA

では水を得た魚

のごとくいろいろな YMCA 活動に係り又、全国の

YMCA英語学校の再建、拡大に務められ青少年育成の

ための YMCAをめざしてご活躍され、更に富山 YMCA

に就任し福祉事業、保育事業のネットワークを立ち上

げ YMCA として地域に貢献する形態を構築し、富山

YMCA を再建、その経験をもとに 2009年 YMCA 同盟

主事に就任、青少年育成推進、災害ボランティア活動

の実践、YMCAブランドの確立等をめざし活動中、こ

れらの活動にワイズメンズクラブは重要な役割を果た

しており今後両者の強いパートナーシップが全人教育

に革命をもたらすと述べられました。 

懇親会は島田総主事の乾杯にて始まり、食事を楽し

みながら懇親、“事務屋日の丸”様（三井校長のご主人）

のアマチュアとは思えない軽快なマジックショーをご

披露頂きおおいに楽しませて下さいました。定刻に丹

後佳代甲府クラブ会長の点鐘にて閉会となりました。

親クラブのご指導を頂きながら合同新年例会を終える

事が出来ました。有り難うございました。 

 

“事務屋日の丸”様のマジックショー 



 

 

 

 

 

                          廣瀬 健メン 

究極に寒い日が続きますね！甲府盆地に生まれ寒暖

差には慣れていると思いますが！！ 

皆さまもう少しで春到来です🌸必ず来る春というこ

とで私と海に（マリンスポーツ）関してレポートしま

す。 

添付写真にありますウインドサーフィ

ンは約 35 年前 1982 年 22 歳、アメリカ

マイアミキーウエストで行われた世界選

手権写真です。日本代表で初めて参加し

ました。後者に写る浅野選手(後にアジア

大会、オリンピックを争う永遠のライバ

ル)前年度の全日本選手権、関東大会など

の上位二名が代表。浅野選手は私の二つ

下（当時法政大三年）後輩で所属スポン

サーチームも一緒、小さいころからヨッ

トに乗り一種の英才教育出身、一方私は

盆地育ち 18 歳から女の子にモテると思

い不純な動機で始めた軟派男！ 

でも 84～88 年は浅野と私は日本国内の

大会をほとんど総なめしました。 

ホームゲレンデを湘南におき一年の半分

は遠征と合宿生活、トレーナーがつき食

事制限、トレーニング内容を決められロ

ボット生活もこの時期でした。女の子に

モテるのは非現実な妄想でした。 

前文での世界選手権の話に戻ります。

当時アメリカフロリダまでは成田から北

回りアンカレッジ経由ロスアンゼルス→

アトランタ→マイアミ✈約 30 時間旅、

航空会社もそれぞれの乗り継ぎで違い大

きな荷物を持った私たちには過酷な移動

になりました。重さ約 70 ㌔を担ぎマイ

アミまでよいトレーニングなり到着、コ

ーチ帯同がないため受付、現地調整デー

タ分析など熟しようやく大会に臨むこと

ができました。一週間全 12 レース(Ⅰレ

ース約一時間距離 15 キロ位)バラエティ

コンディション強風、微風、早潮、うね

り、下痢？？結果は私三位浅野四位（参

加国 33 か国 80 名）。海面状況などがかなり私たちに

味方した運のよい大会でした。 

当時フロリダはキューバからの難民が凄く街中に物

乞いをするキューバ人がたくさんいたことを今でも鮮

明に覚えています。ゲバラの T シャツ 30 ドルとプレ

イボーイ雑誌を買い親父にお土産として渡した記憶が

あります。 

ウインドサーフィンはセーリング種目のクラスカテ

ゴリー(470クラス、レザークラス、カタマランクラス、

会 員 ペ ン リ レ ー 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ウインドサーフィン RSX クラス) 一つで男女１名が

アジア大会、オリンピックに出場できます。大陸選手

権上位 10 名、アジア大会メダリストがセーリング協

会推薦でオリンピック、世界選手権に出場できます。 

2020東京オリンピック江の島が決定しています。開

催国なので予選会免除はあると思いますが正直現在の

ナショナルチーム選手の力だとメダルは難しいと思い

ます。現中学生、高校生ジュニアは素質上、ここに力

を注ぎたいと思い活動しています。YMCAと同じく未

来の育成はセーリング界においても必要不可欠です。

人間性を備えた選手を育成することが私の夢です。現

在 57 歳ですがたくさん水に浸かり心身ともに成長し

たいものです。 

 

 

 

 

                          寺田喜長書記 

日 時   2017年 1月 25日(水)   18:30～ 

会 場   YMCAセンター 

出席者：相川、稲垣、荻野、小澤、功刀、茅野、廣瀬、

奈良田、野々垣、古屋、松村(禎)、松村(豪)、

薬袋、山縣、ゲスト小澤公紀氏   15名 

 

協議事項 

1．2月例会について(TOF強調月間) 

     日時  2017年 2月 7日(火)   午後 7時 

     会場  YMCAセンター 

     司会、饗場 メン      一言、廣瀬メン     

 ペンリレー、廣瀬メン 

     会員卓話、荻野メン         

TOF対応にて「握り飯ディナー」とする 

   通常例会です。欠席の方と会員以外で出席者され

る方はこのメールに連絡下さい。 

2．BFファンド古切手の整理作業について       

 2月例会にて整理する 

3．次期佐藤役員体制について 

   主題 「目標を定め、YMCAをサポートしよう」 

   試案提出・・会長、佐藤    副会長、野々垣、荻野     

書記、寺田     会計、古屋 

   上記三役を了承、委員会構成は再検討する。 

4．対外献金、募金について・・・・各自会費がどの

ように使われているかを認識する事。 

5．小澤公紀氏の入会について・・3月例会にて入会式

を予定する。 

6．甲府 21クラブ独自の CS活動につて 

    会長より「 甲府のまちづくりリノベーション委員

会への参加を依頼されたが」との提案 

    CS委員会にてこの提案も含めて検討する。 

7．草津クラブとの合同例会(4 月 8～9 日)プラン提

案・・奈良田 DBC委員長より 

行程表、予算案提示され了承される。草津クラブ、富

士五湖クラブ等に伝える。 

8．第二回あずさ評議会について 

日 時   2017年 2月 11日(土)午後 1時 30分開始 

会 場   東京 YMCA山手コミュニティ－センター 

登録費   500円       申込締切   1月 31日 

 参加者：松村会長、野々垣、古屋、寺田、功刀、茅野、

奈良田、廣瀬 
１  月  第  ２  例  会  報  告 
 

 

 

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆   山梨ＹＭＣＡ 通信  ☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

      総主事 露木 淳司 

 今年のチャリティーランは 6月 10日（土）、小瀬の

補助競技場にて開催されることが決定しました。記念

すべき 20 回目の開催となります。先日の常議員会に

て大会委員長は甲府 21 クラブの松村豪夫様にお引き

受けいただくことが決議されました。第一回目の実行

委員会は 2 月 23 日に予定していますので、引き続き

皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 さて、ぶどうの木に続く、ケア・コミュニティーづ

くり事業第二次計画として、発達障害児支援事業「放

課後等児童デイ」がいよいよ開始することが決定しま

した。12月末に県の障害福祉課に申請書を提出し、会

場となる YMCA の会館に対する消防等の査察もクリ

アし、この程晴れて児童福祉法に基づく指定障害児通

所支援事業の施設として認可を受けました。この事業

は発達に何らかの偏りのある児童のソーシャルスキル

を向上させるプログラムを提供するもので、午前中は

幼児、午後は小学生を対象にしています。利用は週 1

回から毎日来る児童まで様々で、平均して一日 10 名

が定員になります。皆様の身近に該当する方、興味の

おありの方がおられましたら是非ご紹介ください。 

  

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 



 

  他に   参加希望の方は1月30日までに連絡下さい。 

9．茨城クラブ会長からの募金要請について。・・茨城

クラブ稲本会長のお孫さんの心臓病 

   治療に 3億 1千万円が必要との事、2月例会のニコ

ニコ募金を提供する。 

10．3月以降の卓話者決定及びノミネート 

3月は浅羽あずさ部長依頼済み    

4 月の合同例会は武田氏研究会事務局長山下孝司理

事の卓話決定 

ギッシュ英和学院理事長(6月)、赤根メン、後藤メン 

11．東西日本区交流会参加について・・松村会長、寺

田書記が参加(2月 4～5日,東山荘) 

12．あずさ部の役割アンケートについて・・当クラブ

回答 4人分提出済み 

13．新年合同例会について・・ほぼ予算どおりの経費

にて盛会であった。 

その他、チャリティーランの日程が決まり次第発表し

て下さいとの要請あり。 

 

 

 

 

                          

     松村 豪夫メン 

富士五胡クラブ原会長より、富士五胡の新年会に今

年は甲府のクラブからは出席の連絡が少ないので出席

して頂けないか。とのお誘いの連絡があり、わたしも

丁度用事がなくなり出席しました。ワイズの役員をし

ていたとき、原さ

んには大変お世話

になっていました

ので、また、YMCA

のチャリティーラ

ンではいつも協力

していただいてい

るので参加させて

もらいました。 

今年の例会は 1

月 13～14 日、河

口湖のホテル｢湖

月｣で開催されま

した。新年会の内

容については富士

五胡クラブのブリ

テンをみて頂きたいと思います。甲府 21 からは寺田

書記、茅野メン、松村（豪）メンが参加しました。 

会に参加していつも思うことは少ない人数でありな

がら、素晴

らし活動を

しており、

わたしたち

のクラブで

学ぶ事が数

多く、特に

甲府地区で

もフライン

グディスク

大会を開催

実施等する

事が出来た

ことであり

ます。 

これから

もお互い協

力しながら

兄弟クラブ

とした親交

を計ってい

きたいと思

います。 

富士五胡クラブの新年会に参加して 

 

 

 

 

 


