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日時：2019 年 9 月 10 日(火) 18：45～  

会場：談露館 

担当：地域奉仕委員会  

司会：秋山仁博会員 

講師紹介  今村公二（いまむらこうじ）氏 

甲府市役所 市長直轄組織 危機管理室  

防災指導課 課長 

【略歴】 

昭和 62 年 4 月甲府地区消防本部の消防職員として採用 

平成 12 年 3 月まで南・西・中央消防署に勤務 

平成 12 年 4 月から４年間、当時の甲府市役所地域振興

部防災対策課に派遣、その後、甲府地区消防本部人事課、

総務課、予防課に勤務し、 

平成 31 年 4 月甲府地区消防本部から再度、甲府市役所

に派遣 現在に至る 

 

 

 

 

 

暑い夏を元気に過ごしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆ 
会長 標 克明 

あつい暑い８月が過ぎ、秋を感じる風も感じられる季節に

なってきました。毎年開催される「ふくろうキャンプ」のお手伝

いも、「夏バテを乗り切ろう」の８月例会も無事に？終わりまし

た。ふくろうキャンプでスイカ割りを子供たちとするのですが、

その大きなスイカを今年も鶴田一郎会員から寄付していただ

きました。ここでご報告とお礼を申し上げます。 

夏の終わりには九州北部を中心に何十年に一度の大雨が

降り大きな災害がありました。被害にあわれた方々にお見舞

いを申し上げます。山梨県では今のところ大きな災害は起こ

っていませんが、明日は我が身だと思っています。 

９月１日の防災の日には各地で防災訓練が行われました。

甲府クラブの９月例会でも甲府市役所の危機管理室、防災

課課長今村公二様にお願いして、卓話を予定しています。

災害の時の心構えなど「命を守る」ためになるお話を聞くこと

ができる機会です。いつもに増して多くの会員が、会員以外

の方々も誘っていただき、聞いてもらいたいと思います。 

先日、山梨 YMCA 新館の起工式が行われ、来年の春完成

にむけて工事が始まりました。甲府クラブ 70 周年も同年の 5

月です。これから 70 周年記念委員会の活動も活発になり、

大きな事業を皆さんの協力を得て、無事終えなければなりま

せん。どしどし意見を出していただき、全員で協力して進め

ていきたいと思いますのでご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

会員数  ３５名(内広義会員１名) 

例会出席 ２５名  メン ２０名 メネット ５名 

メーキャップ ３名（小倉・仙洞田・ピーター） 

出席率  ６８％ 

 

   

開会点鐘             標 克明会長 

ワイズソング・ワイズの信条 

会長挨拶・ゲスト紹介       標 克明会長 

今月のことば           石原基平会員           

ワイズディナー 

卓話 「甲府の安全・安心」 

甲府市役所 市長直轄組織 危機管理室 防災指導課 

課長 今村公二氏 

諸報告 

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 

８月のデータ 

 

プログラム 

  甲 府 ク ラ ブ 

2019年 ９月 会報 
●今月の強調目標 

ユース 

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■  

川の美しさは 清い水の一滴から、海岸の美しさは 白い砂の一粒から 

木の美しさは 緑の一葉から、人の美しさは やさしい一言から 

河野進牧師詩人の詩『美しさ』より 石原基平会員選 
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８月 納涼例会報告 
 

クラブサービス委員会 北条繁寿 

 

８月２３日（金）うなぎ割烹 石水亭 横内さんで 

「うなぎで残暑を乗り切ろう」という事で納涼例会を

開催しました。 

今年は長梅雨でしたが、梅雨明け後連日の猛暑で、皆

さん夏バテ気味だったのではないでしょうか。うなぎを

食べて、パワーアップして残暑を乗り切って頂こうと企

画しました。多数のメネットさんにご出席いただき、２

５名の出席をいただきました。コース料理で、白焼き、

うな丼と２種のうなぎを堪能できました。おいしかった

です。 

食事後に、皆さんに近況報告をいただきました。 

７月に来甲された台南クラブさんからのお土産いただき

ました。 

 

 

 

 

日時 ８月２７日（火）午後６時３０分～８時 

場所 山梨ＹМＣＡ２階 

出席者 標、廣瀬、ピーターＭ、仙洞田、秋山、丹後、

石川博、小倉、荒川、 

プログラム  

1、開会あいさつ   標会長 

2、報告事項 

・8 月 19 日（月）  ＹМＣＡふくろうキャンプ  

担当;地域奉仕 参加者：秋山、済本、廣瀬、標、丹後、

中島メネットの 6 名。 

参加した子供たちとスイカ割りをし、入浴のお手伝い。 

スイカは鶴田広義会員からの寄付。 

・8 月 23 日（金） 納涼例会 担当;クラブサービス 

場所 うなぎ割烹 石水亭 横内 

参加者メン２０名 

メネット５名（大澤、渡辺、山崎、武田、中島） 

会員出席率（５７％）あくまでも食事がメイン 

その後、会員の近況報告くらいだったが新鮮でよかった。

支払いはトータルで１６万弱。 

３、協議事項 

・露木総主事より依頼の事務所入り口の甲府ワイズの郵

便物入れは中身を処理して２階備品庫のペットボトル

のふたも処分済み。あと古切手とアルミのプルタブが少

しあるが今期中に処理予定。これまで甲府クラブでは２

月のＴＯＦ例会の時に使用済み切手を集めていたが、今

後はあずさ部に出すために１月の新年例会の時に集め

る予定。 

・９月１０日（火） ９月例会  担当;地域奉仕 

「甲府市の安全・安心」をテーマに甲府市の危機管理室 

防災指導課 今村公二課長による卓話。謝礼は５０００

円。例会司会は秋山さん。 

・１０月８日（火） １０月例会 担当;会員増強 

 仙洞田委員長検討中。 

・１１月２日（土） ＹМＣＡバザーの件 

 第１回実行委員会を９月５日（木）午後６時から開催。 

・７０周年記念例会の件 

あずさ部評議会、７０周年記念例会の会場としてホテル

談露館を仮押さえ。 

４、その他 山梨ＹМＣＡより９月２３日（月）開催の

やまなしグローバルフェスタ２０１９への参加および協

力の依頼あり。可否はその実行委員会の話を聞いてから。 

５、閉会あいさつ   標会長  

 ８月 役 員 会 報 告   
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フクロウキャンプに参加して 
廣瀬静男 

 障がい者と健常児のフクロウキャンプが 8/19～

8/21の 3 日間、清里の八ヶ岳少年自然の家で行われまし

た。甲府ワイズは初日の 8/19（月）に標会長、秋山、済

本、丹後、中島メネット、廣瀬の 6 名が参加しました。

丹後さんの車で山梨 YMCAを 14：00に出発、同乗は秋山、

済本、廣瀬。遅れてはいけないと高速で須玉インターま

で行きましたが、予定よりも 10 分早く着きました。標会

長、中島メネットはもうすでに着いて待っていました。

天気予報では夕方から雨、何とかスイカ割の間だけでも

降らないでほしい。ブルーシートを敷き、鶴田会員提供

のスイカ 2個を用意、スイカ割りをすぐに始める。鶴田

さんいつもありがとう。今年は外の水道が故障で使えず

屋内から水をバケツで運んで準備。スイカ割はやりたい

子が多く、1回割れた後も何回かスイカ割をやりました。

丹後さん、中島メネットが秋山さん持参の包丁でスイカ

をきれいに切ってみんなに配りました。とても大きなス

イカで食べきれないほどでした。スイカは甘く、お代わ

りをした子供もいました。少し休憩してから入浴が始ま

る。桶や椅子を洗って定位置にセット、シャワーの湯温

を確認、シャンプー、ボディーソープ等を準備し、子供

たちを待つ。私たちは男子を担当、女子は丹後さん、中

島メネットが担当、第 1 陣の 1,2年生 7～8人がどっと入

ってきた。子供たちは大はしゃぎ、私と済本さんは石鹸

を体につけたり、シャンプーを頭につけたり、体を洗う

サポートをした。いうことを聞かない子もいて、注意し

た済本さんは頭からシャワーを浴びた。私も短パンとシ

ャツがびっしょりになった。最後は浴槽につかって終わ

りですが、浴槽で泳ぐ子供もいてとても楽しそうでした。

脱衣場での服の着せ替えは秋山さんが担当しましたが、

今年は山梨 YMCAのスタッフの協力があり、かなりスムー

ズに行えました。 

入浴も予定通りに終わり、露木総主事に挨拶をして

18：00 現地を出発、外は大雨やはり天気予報は当たった、

スイカ割の時に雨が降らず良かった。途中有名なカレー

の店ロックで反省会、おいしいカレーを食べながら、今

日の反省、今後の予定、近況報告などで話が弾みました。

例会とは違ったこういった機会も大切だと改めて感じま

した。19：30甲府に無事到着。  

今年は天候には恵まれませんでしたが、美しい清里の

大自然のなかで子供たちとの交流はとても楽しいです。

まだ行ったことなない方はぜひ来年は参加してください。 

 

 

露木淳司 

新会館建設がいよいよ始まりました。

夏休みプログラムがほぼ終了となった

8 月 23 日には甲府市中央三丁目の建設予定地において、

樋口雄一甲府市長を始め、60 人もの参加者にご参列いた

だき、山梨 YMCAの常議員でもある岡信男牧師の司式で起

工式が行われました。雨の中の式典となりましたが、「雨

降って地固まる」との一言に勇気づけられました。完成

は来年の春ということですが、あと半年で終わりとなる

現会館での活動を名残惜しみながら、その日が来るまで

一日一日大切に過ごしていきたいと思います。 

特に 11月には第 59回目となる YMCAチャリティーバザ

ーがあります。ワイズの皆様やボーイスカウトの皆様が、

YMCA の様々なプログラム会員と一体になって、まさに

YMCA FOR ALL を象徴するイベントです。体育館や 3階の

ベランダから見る景色はこれが見納めです。後世に語り

継がれるような盛大なバザーにしたいものです。特にこ

れからの一か月は献品のご協力をお願い申し上げます。

尚、今年の開催は 11月 3 日が日曜日にあたるため、クリ

スチャンの会員に配慮し、11 月 2 日の開催となります。

お間違いのなきようご参集願います。 

さて、建設募金ですが、現在予約も含めて 2,500万円

を超えたところです。7,500 万円を目標としていますの

で、ようやく 3分の 1を超えたところです。まだ、ご協

力いただけていない方、すでにご協力いただいている方

も併せて、再度のご協力を賜りますよう、改めてお願い

申し上げる次第です。 

ＹＭＣＡ

たより 
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該当者なし 

「山梨 YMCA新会館起工式」 
                     大澤英二 

山梨 YMCA 新会館新築工事の起工式が去る 8月 23日甲

府市中央 3丁目（穴山通り）の工事現場で執り行われま

した。YMCA常議員でインマヌエル甲府キリスト教会牧師 

岡信夫先生の司式により進められました。讃美歌、聖書、

祈祷に続き、神の大きな御業、イエス・キリストの愛と

奉仕を土台として新会館の完成を祈りましょうと話され

ました。 

鍬入れ式には、樋口甲府市長、大澤 YMCA 理事長、奈良

田設計監理士，新会舘施工会社・山市成工遠藤社長、保

育園施工会社・依田建設依田社長が立ち会いました。 

参加者一同2020年3月の竣工の無事を祈り閉式となり

ました。 

 

 

★★★今月の言葉について★★★ 
 

河野 進（こうの すすむ、1904年 - 1990年 11月 2日）

は、日本の詩人。通称「玉島の良寛さま」。  

和歌山県生まれ。満州教育専門学校、神戸中央神学校で

学ぶ。玉島教会において牧師となる。賀川豊彦より、岡

山ハンセン病療養所での慰問伝道をすすめられ、50年以

上たずさわる。インド救ライセンター設立の運動、また

マザー・テレサに協力する「おにぎり運動」に尽力する。

日本基督教団玉島教会名誉牧師、日本キリスト教救ライ

教会理事、社会福祉法人恵聖会(養護施設岡山県立玉島学

園、保育施設富田保育園)理事長を務めた。「聖良寛文学

賞」を受賞。 

出典: 

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より 

 

 私が小さいころから自宅のリビングルームに飾ってあ

る額に入っていた詩です。何気に目にすることが多かっ

たこともあり心の中に刻まれたのだと思います。 

いつの頃からか私自身の生き方の教訓としております。 

石原 基平 

 

注：今年、ＹＭＣＡバザーは 

           １１月２日(土)になります。 

メン   山崎善当(1 日)    仙洞田安宏(15 日) 

     鈴木健司(18 日)  

メネット 遠藤充子(4 日)    北条順子(12 日) 

９月１０日(火)  ９月例会   談露館 

９月２４日(火)  ９月役員会  山梨ＹＭＣＡ 

１０月８日(火)  １０月例会  談露館 

１０月１９日(土) あずさ部大会 松本クラブ 

１０月２９日(火) １０月役員会 山梨ＹＭＣＡ 

１１月２日(土)  バザー    山梨ＹＭＣＡ 

Happy Birthday 

Wedding Anniversary 


