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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 

５月号 

2017年５月例会 

 

日  時  2017 年 5 月 9 日（火）19：00 ～ 

場  所  山梨ＹＭＣＡセンター 

 

司会：鎌田巌メン 

開会点鐘  

ワイズソング 

ワイズの信条  

会長挨拶 松村禎夫会長 

会員一言 薬袋勝メン 

ハッピーバースデー 

ゲスト卓話  山下 貴代氏 

「母の日を前に“お花の動向”」 

諸報告 

ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘  

 

 

 

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日） 

 

４月のデータ（在籍数 24名） 

 
４月例会出席者数     ２０名, 

草津クラブ８名、富士五胡クラブ２名、 
ゲスト３名、メネット５名   合計３８名 

出席率 20/24          ８３．３３％ 
４月第二例会出席者数   １８名 
ニコニコ募金 第１例会             ０円 
  〃    第２例会          ０円 
  〃    ４月合計          ０円 
  〃    累  計    １２４，４９１円 
 

○●○● 今後の予定 ●○●○   

○５月１１日（木） 18 時～           チャリティーラン実行委員会     YMCA センター 

○５月１３日（土) 1１時～          アトム評議会              東京 YMCA 山手コミ二ティーセンター 

○５月１６日（火) 18 時 30 分～       第２例会                YMCA センター 

○６月３日（土)～4 日（日）          第 20 回東日本区大会        川越 

★今月の聖句★ 

しかし、わたしの言葉を聞いているあなたがたに言っておく。敵を愛し、あなたがたを憎む者

に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなたがたを侮辱する者のために祈りなさい。 

（ルカによる福音書６章 27 節 薬袋勝 選） 

 

０５５－２３５－８５４３  

０５５－２３５－８５５３  
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                 松村禎夫会長 

ここ八ヶ岳南麓にもようやく春が訪れています。４月最

後の日曜日、礼拝に出席した富士見高原教会ではしだ

れ桜が写真のように見事に咲き誇っていました。また、拙

宅のまわりの山桜も八分咲きです。周囲に見える八ヶ岳、

甲斐駒ケ岳、鳳凰三山の峰々の残雪もかなり少なくなり、

自然の美しさを感じている今日この頃です。 

 ところで、４月は、このブリテンでも報告されているように、

ＤＢＣ委員のおもてなしの気持ちを籠めた入念な事前準

備により、草津クラブの８名をお迎えして一泊二日の楽し

い合同例会を持つことができました。山梨特産の素晴らし

さや、武田氏の栄枯盛衰と甲斐の国の考古学をたっぷり

勉強することができ、私にとってもとても良かったです。草

津クラブの方からは感謝のメ－ルも戴きました。来年は皆

さんで草津に訪問したいものです。 

 ５月は、ＥＦ（＝Endowment Fund、国際ワイズダム発展

の為の国際レベルの基金）と JEF（＝Japan East Y’s Men

＇s Fund、東日本区ワイズ基金）の強調月間です。これら

のファンドは国際協会や東日本区がそれぞれのレベル

で、ＣＳ活動の継続的奉仕活動を支えるため基金です。 

私たちのクラブでは、先月の第二例会で独自のＣＳ事

業をどうするか議論しました。その結果、とにかく一歩前

に踏み出そうということで、その一つとして、来年の春頃

ベビーカーミニコンサートをする方向で検討することにな

りました。このようなＣＳ事業を継続的に進めるには、甲府

２１クラブ独自のファンドを考えることも必要かと思います。

この点については、今後クラブの例会等で検討して戴き

たいと思います。 

 尚、６月１０日にはＣＳ事業のメインイベントである山梨Ｙ

ＭＣＡチャリティーランが開催され、現在私たちワイズメン

が中心になってその準備を進めております。今年は２０回

目です。今年もチャリティーランのスローガンである「ＬＯ

ＶＥ ＯＮ ＴＨＥ ＲＵＮ」の趣旨に沿って、より多くの企

業や若者に、ランナーやボランティアとしての参加や経

済的な支援を形にしてもらえるように、皆さんと共に積極

的に関わって行きたいと

思います。 

今月の例会では、昨年

入会した赤根さんの紹介

で、㈱山梨園芸市場の山

下さんが「母の日を前に

“お花の動向”」と題して卓

話をして下さいます。どん

なお話しが伺えるか楽し

みです。また、５月にはあ

ずさ部アトム評議会が、６

月には小江戸の川越で第

２０回東日本区大会が、あ

ります。いずれのイベント

も皆さんと一緒に充分楽

しみたいと思います。            

以上 

2016-2017年度  ５月 

 会 長 挨 拶  
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草津ワイズメンズクラブ・甲府２１ワイズメンズクラブ 

２０１６年度合同例会 

                 DBC 委員長 奈良田 和也 

4 月 8 日（土）10 時 30 分 

松村会長の地元、小渕沢インターに草津クラブ 中山

博文会長以下 8 名のメンが 2 台の車にて、元気に到着。

甲府 21 も、松村夫妻以下 9 名にてお出迎え。 

小雨と曇り空にて、八ヶ岳、甲斐駒はお迎えの顔を出さ

ず、残念。 

 早速に、奈良田の先行にて「七賢」に。北原家の明治天

皇の行在所を見学、京都に近い草津の方も暫し見とれる。

そして、高遠から移動してきた北原家の日本酒「七賢」を

味わう。金精軒を経て、喫茶オータムにてウエルカムティ

ーを。これは小澤公紀会員の肝いりにて、サンドイッチ、

コーヒーをいただく。 

 武田勝頼の「新府城跡」へ。城に関する研究者 山下孝

司先生に案内され、土塁の城跡を 65 分かけて見学。山

下先生のお話により、450 年前の様子がよく分かる。桃の

花を期待したが、まだ時期が早くて披露出来ずに標高差

50ｍの城跡を後にする。 

 そのまま二つ目の勉強先、「山梨県立考古博物館」に直

行。ここでも網倉学芸員にしっかり説明を受ける。考古博

物館は、65 才以上は無料にて、我々総勢 19 名中、払っ

たのは 4 名分？？ 県の財源確保に貢献せず。1 時間の

勉強を終えて、荻野、奈良田の案内で桜と桃の競演を見

せてもらえる計らいとなり、やや遠回りしてホテル石風に。 

４ 月 例 会 報 告 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 ： 母の日を前に“お花の動向” 

   ＊山下の推奨『紫陽花（あじさい）』 

      歴史と品種（5～6 種類を実物観賞）       

      母の日に勧めたい理由 

      色の化学とお手入れ方法ｅｔｃ          

       ・パクチーの豆知識 

       ・オリーブの豆知識 

≪卓話者プロフィール≫ 

  山下 貴代 氏 

 1961 年 鰍沢町（現 富士川町）生まれ 

 県立巨摩高校より 国立音楽大学 教育音楽科へ入学 

 卒業と同時に家族と甲府へ転居 

 甲府と鰍沢にてピアノ・ハモンドオルガン教室を主宰 

  同年 ㈱山梨園芸市場へ入社 

  現在 同社 専務取締役 

ＮＨＫ甲府放送局で「フラワーガイド」のコーナー担当 

  平成 3 年から 4 年間  平成 24 年から 5 年間 
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 本年度の合同例会 

沢山のお土産もいただき、小澤メンの時間をかけ、心を

込めた準備もあり、例会を開催。松村、中山、両会長の挨

拶、山下孝司先生の卓話、45分。40名にて拝聴。草津の

方々や甲府 21 のメンバーにとっても、初めての中味が

色々とあった。 

 そして、懇親会にはメネット 8 名が参加。ホテル石風が

「甲斐の田舎料理」と名をうって、料理に趣向を凝らしてく

れ、甲斐の日本酒 1.8ℓ 5 本、ルヴァイヤートのワインと、

アルコールも進み、奈良田の司会にて宴は大盛り上がり

に。2 時間半経過後、21 時に散会する。二次会は松村会

長を含む数人で、草津メンバーと親睦会。 

 4 月 9 日（日）花曇り、やや小雨あり。 

朝9 時前に、全員が山梨YMCA のバス1 台に乗り、露木

総主事をドライバーに、「釈迦堂遺跡博物館」へ向けて出

発。桃はまだ 1 分～3 分咲き。博物館では、八巻館長の

案内にて“土偶”について色々と勉強、縄文時代の山梨

を見せていただく。本来見える筈の山々は、いただいた

絵葉書で想像して、「浅間園」にて昼食。浅間園の桃は 7

分咲き。 

 そして、番外でリニアも見える「八代ふるさと公園」へ。

道中見える桜、桃はたった1日の違いでしっかり咲き始め、

又、リニアを見ながら八ヶ岳、南アルプスも姿を見せてく

れたのはラッキー。 
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 この間に、ワインメーカーのルヴァイヤートにも寄り、大

村社長の娘さんの案内で約 40 分、ワインの試飲や工程

見学を楽しむ。その後、露木総主事運転のバスは 14 時

前にホテル石風に戻る。来年は草津にてお会いする事と

して散会。 

 この度の準備の為に 3 ヶ月間、多くの時間を割いてくれ

たメン・メネットの皆様に感謝します。7,500 円の会費と宿

泊費を負担いただいた多くの方々。再来年のことを気に

しながら、桃・桜・温泉・雪を被った山々・日本酒・ワイン、

そして考古学と、2 日間、心を込めて提供出来ました。最

後に、山下孝司先生のセッティングに尽力してくれた斎

藤洋子さん、データを提供してくれた山本俊一さんに感

謝し、合同例会の報告とします。 

 

 

 

松村禎夫会長 

今回は、奈良田メンを始めＤＢＣ委員のおもてなしの気持ちでの入念な事前準備に心から感謝します。草津の方々と

のワイズ交流は勿論、山梨在住の我々甲府 21 クラブの面々も、山梨の特産（お酒、ワイン）の素晴らしさを改めて認識

すると共に、武田家の栄枯盛衰と数千年以上前の甲州人の生活を垣間見ることができました。今回のツアーの中で、

新府城址の案内と卓話をして下さった山下氏、七賢の古民家と酒蔵を案内して下さった方、考古博物館の館長さん、

学芸員さん、丸藤葡萄酒の酒蔵を案内して下さった方、釈迦堂遺跡博物館の学芸員さん、の観光マインドを持った丁

寧な説明にも感服しました。どこかのお偉いさんの放言は何処を見て言っているのか、と改めて思いました。 

 

草津クラブとの合同例会で感じたこと 
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「ヴァンフォーレ甲府」 

5年連続 J1リーグ舞台に！！！！ 

                           寺田喜長メン 

日本プロサッカーリーグに加盟している地元プロサツカ

ーチーム「ヴァンフォーレ甲府」は 2017 年のリーグ戦を 5

年連続でJ1の舞台で戦っています。昨年のリーグ戦での

成績は最終試合まで J2 リーグ降格の可能性があり、毎年

の事ですが最後までハラハラ、ドキドキの戦いが続きサ

ポーターをヤキモキさせました。幸いにも J１に残留出来

ましたが、昨年の勝ち点 34 は J１残留過去最低勝ち点で

の残留となりました。上位チームと下位チームの力の差

が大きかった結果と思います。ここ 2,3 年、古参名門チー

ムが J２に降格する現象も見受けられます。一度歯車が狂

うとなかなか戦いの中で修正できずタレント選手を何人も

抱えていても降格の憂き目に遭うチームが有ります。そ

んな中で地方の弱小チームが 5 年連続 J１で戦う事が出

来るのは不思議であり特記される事です。今年も早や毎

年の指定席順位に居座りそうな戦績ですが、前年より少

しは戦力アップし中間順位に行くのではないかと期待し

ています。年間の勝ち試合は34試合中10試合程度です

のでいつも敗戦の虚しい気持ちがほとんど。でも勝てる

のではないかと期待して応援するのは何故か？ 

1995 年「甲府クラブ」から「ヴァンフォーレ甲府」に改称

した未だ JFL 時代に数回試合観戦に行き始めたのがサ

ツカ―観戦の切っ掛けです。韮崎の塩川橋近くのグラン

ドでロープで仕切られた場所で地べたに座り観戦、でも

有料でした。1999 年 J リーグが始まり J２にプロチームとし

て所属。プロとはいえサラリーマン、公務員の集まりでほ

ぼアマチュアチーム、経営体制も貧弱で、2000年には19

連敗（26 試合未勝利）の記録を作り、チームの存続の危

機を迎えました。この弱小チームを支えた一人が中島さ

ん御一家、私もせめて応援で協力しようということで故中

島メンと応援に行くようになりました。 

2001 年何とか存続することが出来、観客集めに年間会

員制度が始まりました。しかし、急激に強いチームに成る

のは無理で相変わらず J２のお荷物と称されていました。

観戦していても自陣からハーフラインを超える事が出来

ず、極端な話グランドは半分しか使われていない状態、

観衆もイライラ、必然的にヤジが汚くなり試合状況と共に

全体がしらけムード。それでも試合が有れば文句を言い

ながら競技場に向かう。得点を挙げた時の感動を求めて。

そんなチームが 2005 年には J２で 3 位になり入れ替え戦

に勝ち J１に昇格、夢のような出来事が起き、強くなると共

に観客も増え有名チームとの対戦では立ち見客が居る

程の変わり様。寝転んでのんびり観戦していたのがウソ

のような時代になりました。3 度目の J１昇格後5 年連続で

J１で戦えることは地方の大型スポンサーの無いプロヴィ

ンチャチームの存在が他の地方都市チームに勇気を与

えています。「（株）ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ」輿

水順雄社長が甲府メンバー21 クラブのメンバーです。ク

ラブとして応援しませんか。小瀬中銀スタジアムに応援に

行きましょう。ちなみに 4 月 22 日セレッソ大阪と引き分け

て 2 勝 3 敗 3 引き分け、勝ち点 9 で 18 チーム中 14 位、

会 員 ペ ン リ レ ー 
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降格圏の 16 位のチームとは勝ち点差 4 です。 

写真は 2001 年からの会員証と、2005 年入れ替え戦に

勝ち初の J１昇格を決めた日の号外です。 

 

 

 

 

                 寺田喜長書記 

日  時  2017 年 4 月 19 日（水）18:30 分～ 

会  場  山梨 YMCA センター 

出席者   相川、赤根、荻野、小澤（公）、小澤（智）、 

鎌田、功刀、駒田、後藤、清藤、茅野、寺田、

野々垣、廣瀬、古屋、 松村（禎）、薬袋、山縣、                 

１８名 

協議事項 

 １、５月例会について 

   日 時  2017 年５月９日（火）１９：００～ 

   会 場  山梨 YMCA センター 

   司 会 鎌田メン：  一言薬袋メン：  

ペンリレー寺田メン 

   ゲスト卓話  赤根メン紹介者に依頼済み    

  ５月例会は年間予定では２日（火）ですが、第二週の９

日の火曜日に変更になりました。 

 ２、５月１３日（土）のアトム評議会とたんぽぽ Y サービス

クラブ１５周年記念例会の参加者について 

   ＊アトム評議会  

    日 時   ２０１７年５月１３日（土）   

１１：００～１２：３０（登録開始１０：３０～） 

    会 場   東京 YMCA 山手コミ二ティーセンター 

    出席者  松村会長、佐藤メン、寺田メン、駒田メン、

茅野メン、廣瀬メン（交通手段は各自で） 

   ＊たんぽぽクラブ記念例会 

    日 時   ２０１７年５月１３日（土）   

１３：３０～１６：００（受付１３：００～） 

    会 場   東京 YMCA 山手コミ二ティーセンター   

会費５，０００円 

    参加者   松村会長、駒田メン、寺田メン 

 尚、上記行事に参加希望のメンは至急寺田まで連絡く

ださい。 

 ３、４月２２日（土）の富士五湖クラブ障害者フライングデ

ィスク大会支援について 

 参加者、松村会長、茅野メン、古屋メン、メネット、松村

（豪）メン・・・移動手段は参加者で調整する。 

 

 ４、チャリティーラン準備について・・・４月１３日の実行

委員会報告、及び松村会長から、甲府２１クラブが積極的

に運営にかかわリたいので皆さんの協力をとの要請が有

り。５月８～１１日の内２日協力者訪問予定、同行できる方

は協力を。 

 ５、佐藤会長体制の事業計画作成について…5 月例会

に提案、第二例会で検討、6 月例会で総会提出案提示 

 ６、松村会長体制の事業報告作成について・・・会長が

作成、6 月第二例会資料作りまでに原稿作成 

 ７、東日本区大会（６月３～４日、川越）参加者確認と移

動手段について 

４ 月 第 2 例 会 報 告 

 

 

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★☆★☆   山梨ＹＭＣＡ 通信  ☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

      総主事 露木 淳司 

5 月27日(土)は山梨YMCAの定期総会です。甲府、甲

府 21、富士五湖の各ワイズメン、メネットの皆様は全員総

会構成員になります。朝の 10 時より、お昼までの開催とな

ります。今回は 2016 年度の事業報告、２０１７年度の事業

方針・計画をご承認いただくと同時に、YMCA 会館前の道

路拡幅に伴う将来計画の進捗状況の報告、及び本年度立

ち上げた発達障がい児支援事業についてご理解を深め

ていただくための講演も予定しています。また、永年継続

会員の表彰式も同時に行います。特に 50 年継続会員賞

に甲府クラブの渋江信俊会員が含まれるほか、２５年継続

には６名ものワイズメンの該当者がいらっしゃいます。 

山梨 YMCA は今７５周年となる２０２１年を大きな分岐点

とすべく、新しい時代に向かって大きく舵を切ろうとしてい

ます。施設も事業内容も運営体制もリニューアルを迫られ

ています。今こそ皆様からのご支援、ご協力を必要として

います。是非とも総会にご出席いただき情報を共有し、ご

意見を賜り、皆様にとって有意義で価値のある YMCA に

変革してまいりたいと考えます。 

そして、総会の２週間後はいよいよチャリティーランにな

ります。今年も小瀬で、皆の心を一つにして、楽しい一日

となるよう心よりお祈り申し上げます。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
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 参加者 松村会長、駒田メン、茅野メン、功刀メン、 

佐藤メン、寺田メン 

   移動手段は参加者にて調整 

 ８、４月例会兼草津クラブとの合同例会の総括・・・DBC

担当の周到な準備と対応にて良い交わりが持てました。

尚、草津クラブからのおみあげ、「鮒ずし」を味わう会を５

月２日（火）に開催します。会場、時間は追って連絡しま

す。 

 ９、５月ブリテンについて・・・4 月草津クラブとの合同例

会、懇親等の報告は奈良田 DBC 委員長に依頼。 

 一言・・・薬袋メン    ペンリレー・・・寺田メン 

 続いて「甲府２１クラブの今後の CS 活動について」の協

議が行われた・・・CS 担当より報告予定  

 

 

 

 

甲府 21 ワイズメンズクラブ Y サ・CS・ASF 委員会 

今期委員長 山懸譲二 

次期委員長 荻野 清 

2016－2017 年度における CS 運動は、松村会長方針

「楽しい、奉仕のしがいあるクラブにしよう」のもと、“チャリ

ティーラン”・“YMCA バザー”行事を主軸に、『あずさ部』

への募金活動・フライングディスク大会等への参画活動

を行っております。 

 4 月 19 日の CS 運動に対するフリートークでは、“甲府

21 の存在感は？”“YMCA との連動での存在感は？”と

いう存在感意識を前面に、次期 CS 運動では現行を基に、

甲府 21 ならではの独自の事業、あるいは共同体（甲府

21・甲府・YMCA）でのイベント企画が必要と以下の話題

になりました。 

 

―記― 

□1 新たなる試み 

（1）音楽イベント 

 ①名称：“クラシックと遊ぼうコンサート” ベビーカーコ

ンサート 

 ②リズム系、弦楽系、打楽器系、声楽系等を織り交ぜる

もの 

 ③2018年4月7日に県立図書館に於いて実行予定（予

約済）（信玄公祭り？） 

（2）その他イベント 

 ①外国人留学生との交流と支援 

 山梨 YMCA『日本語学校』と連動しながらエッセイ募集

等を！！ 

 ②地域行政へのアプローチとイベントへの参加 

 （公園・道路の美化活動、高齢者と子供との交流の場づ

くり等） 

□2 すでに行っている CS 運動 

  （1）山梨県フライングディスク大会への参加 （2018 年

4 月期） 

  （2）山梨いのちの電話への資金バックアップと個人寄

金とチケット購入等 

    他に会社法人で寄附している運動があり 

  （3）あずさ部への募金活動 

□3 備考                

 音楽イベントへのトラ

イは、地元で活動して

いるミュージシャンと若

年層はもとよりシルバー

世代まで、各年代層が

参加可能なものとして、

企画主体である甲府 21

独自の CS 運動の根幹

といえるようにする。 

 「継続的な諸々の CS

運動」をモットーに、新

たな企画をブレンドし、

甲府 21 の存在価値を

高めたい。 

C S 活 動 の 現 在 と 今 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


