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◆◆◆ 会長より ◆◆◆ 

会長 標 克明 

 7 月のキックオフ例会が何とか終わってほっとして

いると、8 月の猛暑が続いています。まだ続きそうな暑

さを乗り切る為に 8月例会は元気をつける例会を企画し

てもらいました。暑すぎる屋外の例会ではなく、涼しい

へやでの例会ですが・・・・・ 

夏は山梨 YMCAの「ふくろうキャンプ」が清里でおこな

われます。今年も甲府ワイズではスイカ割りと入浴のお

手伝いをします。このキャンプとか、富士五湖クラブ主

催の「フライングディスク大会」に参加して、障がいの

ある子供たちとふれあって時間を過ごすと、ワイズメン

として YMCA に協力する意味が少しですが分かるような

気がします。今年は参加出来ない会員も毎年同じ時期に

行いますので、早めに予定してもらって次回は参加して

はいかがでしょう。 

8 月 23 日には山梨 YMCA 新館の起工式が行われ、2020

年 4 月完成に向けていよいよ工事が始まります。 

山梨 YMCAの大きなイベント「バザー」は今現在の場所

でおこなうのは最後の催しとなります。そのバザーに向

けて会議も始まりますが、甲府クラブとしてもバザーが

有終の美で終えられるよう全員で協力したいと思います。 

2020 年 5 月は甲府クラブ創立 70 周年です。記念委員

会では 70周年記念事業などを計画していますが、これも

甲府クラブ全員で協力して有終の美で終えたいと思いま

す。良いアイデアなどがありました

ら提案してください。 

お体をご自愛いただき、 

暑い夏を元気に過ごしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

「うなぎで残暑を乗り切ろう」 

日時：2019 年 8 月 23 日(金) １８：４５～  

会場：うなぎ割烹 石水亭 横内 

担当：クラブサービス委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うなぎはなぜ夏バテ防止になるのか？ 

うなぎにはとても多くの栄養が含まれています。 

ビタミン A,B1,B2,D,E、DHA、EPA、ミネラルなど

体にとって大切な栄養を多く含んでいるので、うなぎ

を食べることによって、疲労回復の助けをしてくれま

す。そのほかにも皮膚の健康を維持する美容効果、脳

卒中の予防、高血圧の予防など様々な効果もあります。 

 

 

 

 

 

国 際 会 長 主 題：より良い明日のために今日を築く Jennifer Jones（オーストラリア） 

アジア地域会長主題：アクション            田中 博之（東京多摩みなみ） 

東 日 本 区 理 事 主 題：勇気ある改革、愛ある行動！         山田 敏明（十勝） 

あ ず さ 部 長 主 題：あなたの入会時の“ときめき”と多くの経験をワイズのために！赤羽美栄子(松本) 

甲府クラブ会長主題：心機一転、ふみだそう新しい一歩！          標 克明    

■今月のことば■  

喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。 

ローマ人への手紙１２章１５節  田草川すみ江会員選 
会員 選 

                                

  甲 府 ク ラ ブ 

2019年 8 月 会報 
●今月の強調目標 

（CS） 

   

開会点鐘             標 克明会長 

ワイズメンズソング・ワイズの信条 

会長挨拶 

今月のことば          田草川すみ江会員           

ワイズディナー 

おいしくうなぎを頂きましょう！！ 

ハッピー・バースデー・アニバーサリー 

閉会点鐘             標 克明会長 

           

プログラム 

  

会員数  ３５名(内広義会員１名) 

例会出席 ２４名           出席率   ７１％ 

ビジター ２名  赤羽あずさ部長 金井あずさ部書記 

７月のデータ 
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７月 キックオフ例会報告 

 

甲府クラブにとって７０周年となる年度のスタート。 

２１９年７月９日(火)１８：４５～談露館にてキックオ

フ例会が行われました。あずさ部長の公式訪問というこ

とであずさ部部長赤羽美栄子氏、あずさ部書記金井宏素

氏にご臨席頂きました。スタートの時は出席者が少なく

どうなることかと思いましたが、続々と到着し、合計２

６名でのキックオフ例会となりました。前会長のピータ

ー・マウントフォード氏より新会長の標克明氏にバトン

タッチされました。あずさ部部長の赤羽氏と書記の金井

氏からご挨拶頂き、今月の言葉、お祈り、ワイズディナ

ーでしばし歓談。その後、会計報告と新年度の事業計画

をなりました。昨年は委員会を少なくするために委員会

名を「A、B、C」としていました。しかし、今年度はそれ

ぞれの委員会名で活動することになった。また、それぞ

れの委員会には会員一人一人が希望の委員会を選び活動

して欲しいと会長の意向があった。総会の後、山梨 YMCA

主事への支援金、ボーイスカウト第５団への支援金、い

のちの電話への支援金をそれぞれ贈呈。山梨 YMCAへは建

設費の寄付として甲府クラブから３０万円を基金より捻

出し贈呈した。昨年度の褒賞としてそれぞれの会員に図

書券を贈呈された。今年度は７０周年記念例会、山梨

YMCAの新館設立と行事が目白押しなので、皆さん協力し

て頑張っていきましょう。(丹後佳代) 

 

 

 

 

日時 ７月２３日（火）午後６時３０分～８時 

場所 山梨ＹМＣＡ２階 

出席者 廣瀬、ピーターＭ、仙洞田、秋山、丹後、北条、

石川博、小倉、荒川、 

プログラム  

１、開会あいさつ  荒川（標会長代理） 

２、報告事項 

・７月９日（火）キックオフ例会 会員出席２４名ビジ

ター２名（赤羽あずさ部部長、金井書記）出席者合計２

６名 ニコニコボックス９６１２円 

  キックオフ例会にしては出席率が低すぎる。 

・７月１３日（土）あずさ部第１回評議会（岡島ローヤ

ル会館）ホスト；甲府２１クラブ 

出席者；石川（和）、石川（博）荒川、渡辺、廣瀬、仙洞

田、秋山、大澤、小倉、鈴木、標、大澤メネット、小倉

メネット、 

運営そのほか甲府２１クラブの勢いを感じた。 

・７月１７日（水）台南クラブ歓迎会 銀座八丁（甲府

ワシントンホテル）出席者; 大和田（松本クラブ）、石

川（和）、渡辺、大澤、小倉、ピーターＭ、標、小倉メネ

ット、金丸メネット、甲府クラブのＩＢＣである 台南

クラブより６名、アジア太平洋地域大会（仙台）に出席

前に来甲。 次期アジア太平洋地域大会のスポンサーク

ラブ。甲府クラブよりバナー（小）、銘菓くろ玉などおみ

やげ。台南クラブからもおみやげあり。 

・７月１９日～７月２１日アジア太平洋地域大会（仙台） 

出席者; 仙洞田、小倉、小倉メネット 総出席者７００

名ほど 

３、協議事項 

・８月１９日（月） ＹМＣＡふくろうキャンプ   

地域奉仕委員会 秋山委員長により鋭意、参加者募集中。

スイカ割り、入浴介助などの奉仕。終了後、反省会予定。

当日午後２時ＹМＣＡに集合予定。 

・８月２３日（金）納涼例会 クラブサービス委員会 北

条委員長より提案あり 

うなぎ割烹 石水亭 横内（丸の内 労働局前）参加費

３０００円、不足分は会より。会場は最大２５名くらい。 

・９月１０日（火）９月例会  地域奉仕委員会 秋山

委員長検討中、防災関係卓話か？ 

・１０月８日（火）１０月例会 仙洞田委員長検討中。 

・１１月２日（土） ＹМＣＡバザー 

  今年は３日ではなく２日に開催。 注意必要。 

４、その他 

  ピーターＭさん８月３日～８月２５日まで訪英予定。 

５、閉会あいさつ     荒川（標会長代理）  

 ７月 役 員 会 報 告   
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第 28 回アジア太平洋地域大会

に参加して 
小倉恵一 

7月 19日〜21日に、宮城県仙台市の国際センターで開

催された「第 28回アジア太平洋地域大会」に参加してき

ました。「Action! 前に進もう」をテーマに「東日本大震

災復興の確認、防災について学ぶ、交流する」をキーワ

ードとしたプログラムで、Asia Pacific地域を中心に世

界中から 811 名の仲間が集い、交流しました。 

特に、次回（2021年 8月）開催予定の台湾からは 113

名の参加があり、甲府クラブとＩＢＣの台南クラブから

も７名が参加されました。次期の台湾区理事が台南クラ

ブの蘇政興メンとの事で、17日に甲府市内（ワシントン

ホテル「銀座八丁」）で行われた甲府クラブとの交流会で

も次回大会をしっかりとＰＲし、翌 18日には東山荘で御

殿場クラブとの交流会の後、19日に仙台入りされました。

甲府クラブからは仙洞田安宏メン、私とメネットの３名

が参加しました。 

大会１日目は、田中博之アジア太平洋地域会長（東京

多摩みなみ）の開会宣言・点鐘で始まり、国際会長就任

式（オーストラリアのジェニファー国際会長）、一般公開

講演会（村井嘉浩宮城県知事による「復興と防災の未来」）

やワイズ&YMCA の震災支援の取組みについての講演等々

が行われました。お楽しみのＩＰＡＰナイト（直前アジ

ア太平洋地域会長主催晩餐会）は歌手さとう宗幸氏のミ

ニコンサート（青葉城恋唄他）で始まり、仙台すずめ踊

りやメネットによる踊りの中で、ＤＢＣ和歌山クラブの

神谷メンや台南クラブ他のメンと楽しく交流させて頂き

ました。もちろん心尽くしの料理や石巻広域クラブ初代

会長平井孝次郎メンの日本酒「日高見」もしっかり堪能

しました。 

 

２日目はエクスカーション（被災地を４コースに分け

てバスで巡る）の日で、私とメネットは「津波の現実と

復興を知るコース（南三陸～大川小学校～石巻）」を選び

ました。結果として教師達の判断ミスで小学生のお嬢様

を亡くされ「語り部ガイド」として活動されている元教

師佐藤俊郎先生の姿を始め、悲惨な震災と復興の様子を

垣間見ることができました。車中ではＩＰＡＰナイトで

流暢な英語で司会を務めた米長晴信メン（甲府 21）が活

躍していた事もお伝えします。ＡＰナイト（アジア太平

洋地域会長主催晩餐会）では、ユースや各区毎のパフォ

ーマンス等を楽しみながら多くの皆様と交流させて頂き

ました。特に台南クラブとＩＢＣの御殿場クラブ・奈良

クラブの皆様とは、勢いで「次回は台南・高雄で会いま

しょう！」と約束してしまいました。2021 年 8 月です。

皆で行きましょう。 

最終日は、日曜礼拝に続いて IBC締結式、

国際表彰＆各種報告、次回大会のＰＲ等々

盛り沢山で時間が超過し、閉会式の一部が

カットされて正午に閉会しました。 

 今大会は単に観光と交流ではなく、ひと

り一人が震災と復興を肌で感じ考える特

別な大会でした。 

田中博之会長、山田敏明（十勝）実行委員

長を始め関わられた皆様のご尽力に感謝

申し上げて、クラブへの報告とします。 

 

       今後の予定 
 

８月２７日(火)  ８月役員会 山梨 YMCA 

  ９月１０日(火)  ９月例会    談露館 
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「台南クラブ歓迎会」 
 

7月 17日(水)19時に IBC台南クラブ歓迎会が甲府ワシ

ントンホテルの 13階の銀座八丁で、開催されました。 

甲府クラブ 9 名、松本クラブ 1名、台南クラブ 6名、 

計 16 名が参加しました。 

台南クラブは忙しい日程の中、甲府を訪ねてから IBC御 

殿場クラブと交流し、仙台のアジア大会に参加する予定

でした。歓迎会が開会しばらくしてから交流が無礼講に

なりました。お酒の力で、言葉の壁が超えられて、盛り

上がった状況が店の閉店まで続きました。甲府クラブ標

会長からミニバナーと黒玉菓子を台南クラブにお渡しし

て、台南クラブからはペン、キーリング、50周年の記念

品が贈呈されました。台南クラブの蘇さんは次年度の台

湾区理事となります。そして、2021-22 年度のアジア大

会のホストは台南と高雄クラブです。台南の皆さんは甲

府クラブの 70 周年祝会の参加に積極性を示しています

ので、来年の 5 月に温かい交流会を設定しましょう。             

ピーター・マウントフォード 

参加者。台南クラブ:林振添、呉乗澤(Gary)、蘇政輿

(Kevin)、王傑立(Jerry)、劉鴻烈(Henry)、劉林美津

(Lilly)。甲府クラブ:標会長、大澤、小倉、石川和弘、

渡辺、ピーターM、小倉メネット、金丸メネット。 

松本クラブ:大和田。 

活気みなぎる YMCA の夏 

                        

山梨 YMCA 総主事 露木淳司 

この夏、YMCA の学童保育の登録者は、夏季限定

のメンバーを加えて、130名に達しました。今年で最

後の夏休みとなる現会館は、すべてのフロア、すべて

の教室が子供たちであふれ返り、まるで壊さないでく

れと最後の悲鳴を上げているようです。早い子は朝 8

時前から集まり始め、夜は 7 時過ぎまで親を待つ子供

の姿があります。プログラムも、マイクロバスを使っ

て科学館や博物館に出かけたり、流しそうめんやスイ

カ割り、夏祭りを楽しんだり、平和や異文化について

の学びがあったり、と盛りだくさん。ひと夏の思い出

をたくさん作って、何とか無事に終了してほしいと願

うばかりです。 

わいわい地球塾とサマーキャンプも順調に数をこ

なし始め、毎日、山へ川へ町へと県内外の自然観察や

施設に繰り出しています。特に熱海の海上アスレチッ

クは大人気、2 回で80 名のメンバーが参加します。 

そして、やはりこの春から急増した発達障がい児を対

象とするきらきら教室のメンバーが、総勢 60 名加わ

ります。下石田の南西教室と中央市のりんごの木と共

に、毎日熱気を帯びています。この数年で子供の数は

確実に増加しました。おかげで桃やプラムなど、果物

のお裾分けも増えた気がします。この勢いを絶やすこ

となく、来春からは新会館に移り、今度は乳児から超

高齢者、そして留学生や外国籍市民に囲まれながら、

FOR ALL の環境の中で子供たちが育つ地域共生社会

の実現へと突き進みます。 

 

 

    8 月 Happy Birthday  
 

メ ン  荒川洋一(12日)   渡辺徳之(12 日) 

     石原祥平(14日)       

メネット 中島雅子(12日)    
 

ＹＭＣＡ

たより 

 


