
9月20日の日本対ロシア戦に始ま
りましたラグビーワールドカップ
（W杯）日本大会は、全国 12会場
で熱戦が繰り広げられております。
プール（1プール 5チーム）と呼ば
れる予選リーグは、プールAから
プールDまで全 20ヶ国からなり、
ラグビーという肉弾戦からか、肉体
的・精神的疲労度は半端ではなく、
試合は一週間に 1回のペースで組ま
れています。
ラグビー史を紐解くと、「1823年、

イングランドにあるパブリックスクールであるラグビー校
での原始的フットボールの試合中、学生のウィリアム・
ウェッブ・エリスが、ボールを抱えたまま相手のゴールを
目指して走り出した」とされています。発祥の地イギリス
では中流階級から上流階級の間で人気があり、特に名門校
で盛んに行われているところから、「紳士のスポーツ」とも
称されています。
さて、このW杯の決勝は日本のラグビー発祥の地、横浜で
行われます。日本では、1899年に慶応義塾の英国人講師が
学生に教えたのが始まりであると定説とされ、この横浜で
の試合数が決勝を含め 7試合が組まれております。
ブリテン 10月号が出る頃、“チェリーブロッサムズ”は、プー
ルAの2試合（vsロシアで勝ち５をゲット、vsアイルランド）
を消化したところで、決勝トーナメント進出がほぼ確実と
なっております？　グループ 1位通過ですとプールB2位
チーム、2位通過ですと同グループBの 1位チームと準々
決勝を行います。いずれも超
強豪ですので、日本全国で応
援のオーラを出してチェリー
ブロッサムズを後押ししま
しょう。また、都合が付きま
したら、東京スタジアムへ行
きましょう！！！（チケッ
ト？？）。

日時　2019年 10月 1 日（火）　１９：００～
会場　山梨YMCA青少年センター　
　　　司会、小沢公紀メン　奏楽　荻野優子メネット

　①　開会点鐘　　　　　　　　　　　荻野　清会長
　②　ワイズソング、ワイズの信条
　③　今月の聖句、一言　　　　　　　相川貴宏メン
　④　会員スピーチ　　　　　　　　　依田友紀メン
　⑤　会長挨拶　　　　　　　　　　　荻野　清会長
　⑥　ハッバースデイ
　⑦　ワイズディナー
　⑧　ゲスト卓話　
　　　山梨YMCAﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱ事業部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ中田純子様
　　　演題「こどもに寄り添うチャイルドケアとは」
　⑨　諸報告
　⑩　YMCAの歌
　⑪　閉会点鐘　　　　　　　　　　　荻野　清会長

　今年の夏は、天候不順の影響でブドウ農家にはずいぶん打
撃だったようです。先日、フクロウくらぶの定例活動で牧丘
までブドウ狩りに行って来ました。そこのご主人の話では、
例年に比べ色も味も低調で、特に種ありの巨峰は全滅だ、と
嘆いていました。私の住んでいる北杜市は水田が多いのです
が、こちらは先日の台風で稲穂がみな倒されています。無事
収穫できるのか、心配です。農作物は本当に天候次第で、そ
の運命は神のみぞ知るという感じです。YMCAの事業も同じ
です。時代と地域特性に応じて、行政の対応など正確な情報
をキャッチしながら、先手先手の予防策を考えないと大打撃
を受けることになります。
　今、山梨YMCAでは児童発達支援事業と学童保育が追い風
を受けて伸びています。この勢いはいつまで持続できるのか。
想定外の事故や事件が勃発して、窮地に陥るようなことにな
らないか。常に最悪の事態を予測して備えを万全にする必要
があります。今年の秋の農作物の被害を目の当たりにしなが
ら、今の事業運営の在り方について改めて再確認の必要を感
じています。
　早いもので 2019年度も上半期が終わろうとしています。
上述の児童発達支援事業、すなわち甲府市の２拠点で実施中
の「ぽかぽか教室・きらきら教室」、中央市を拠点とする「り
んごの木」がようやくフル稼働に近づいており、私の総主事
就任 10年目にして始まって以来の黒字運営となっています。
まだまだ前途は多難。特に建設が始まった新会館が無事竣工
にたどり着くか、資金繰りが問題なく進むのか、はたまた、
新規事業として予定している保育所や新ぶどうの木はうまく
いくのか。期待と不安の入り混じる今日この頃です。今やる
べきことを一つ一つ粛々とこなし、勇気と希望を持って乗り
切ろうと思います。　
さあ、11月はバザーですね。今の会館とのおわかれバザーに
なります。献品と当日のご協力よろしくお願い申し上げます。

会長挨拶　
甲府21ワイズメンズクラブ会長　荻野　清

甲府21ワイズメンズクラブ　佐藤　重良

2019年１０月会報
強調月間 EMC=EYES

山梨ＹＭＣＡ便り

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（松本クラブ）
荻野　清

山田　敏明（十勝クラブ）

『対話と実行』

勇気ある変革、愛ある行動
Action!

ブリテン委員長　後藤哲夫

「あなたの神、主が与えられる土地で、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して
心をかたくなにせず、手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開いて、必要とするものを十分に貸し与えなさい。
申命記　15章 7～ 8節　        　　　　相川　貴宏 選

備えを万全に！木造建築の古くて・新しいお話

１０月　OCTOBER 2019 年（令和元年）

～１０月例会プログラム～

2019 年（令和元年）10月 1日（火）発刊

  
  12 月 30 日　神奈川県横浜生まれ　6人家族
  保育士兼児童指導員　入職　横浜市南部療育
  センター早期療育科保育士を経て児童相談所
  療育セラピスト　2013 年　山梨YMCA入職。　
  放課後児童担当クラブ  児童指導者児童発達
支援            多機能型事業所　ぽかぽか教室＆きらきら教室開所
「南西望みの家」児童発達支援事業 南西ぽかぽか教室＆きらきら
教室　「 田富恵みの家」児童発達支援多機能型事業所りんごの木
開所。
2019 年 4月チャイルドケア事業　マネージャー　として勤務

ＮＰＯ法人YPCJ からお声
がけいただき、「山梨県在
住外国人が主役になれるイ
ベントを開催し、外国の雰
囲気を山梨に再現して国際
交流を行う。」という趣旨
のイベントに山梨YMCA
として参加しました。甲府
ワイズメンズクラブ、甲府
２１ワイズメンズクラブよ

り出展料のご支援を頂きました。有り難うございました。
山梨YMCA　福田ディレクター様より

会員在籍者数 35 名（2019 年 9 月 30 日現在）
○9 月の出席率
　例会出席者数28 名 　その他の出席者数  6 名
　合計   34 名 　97％

私はクラブのベビーカーコンサートを
指導して下さった矢崎武雄さんに依頼
されて「統合失調症の治療 55年」の
表題で 9月 23日に埼玉和光教会でキ
リスト者医師としての生涯を振り返る
機会となりました。この会の趣旨は　
＜障がいを負う人々と共に生きる教会

を目指す懇談会＞とあり、会の後半は百余名の参加者が 10
分団に別れて個別の問題を語り深め合う密度の濃い会でした。
私は 55年の患者との出会いを思いの限りに話すことが出来
ました。甲府から野々垣、寺田、小沢公紀、山本各ワイズが
ぶどう持参で応援に来て下さり感謝一杯でした。
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卓話者プロフィール
山梨YMCA  中 田   純 子　様 

メン
19　荻野　清さん
21　米長　晴信さん
23　依田　友紀さん

メネット
05　松村　仁子さん
05　野々垣 悦子さん

One for all, All for one

「一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために」
「ラグビーＷ杯・１次リーグＡ組、
日本１９－１２アイルランド」（２８日、静岡スタジアム）



寺田　喜長
２０１９年９月ぶどうの棚下例会報告

日　時　　2019年 9月 21日　12:00~
会　場　　勝沼ぶどうの丘
第一部　例会
司会　飯田剛メン、奏楽　荻野優子メネット
9月に変更しました納涼例会を多くのゲストをお迎えし
開催となりました。荻野会長の開会点鐘、ワイズソング、
ワイズの信条、小沢智之メンの今月の聖句と一言、荻野
会長の挨拶とゲストの紹介が有り、続いて米長晴信
EMC委員長の式進行にてお二人の入会式を行いました。
赤羽あずさ部長、板村次期東日本区理事、宮内前東日本
区理事、駒田あずさ部会員増強主査の立会を頂き、荻野
会長の入会式文による入会意思確認に応じ、力強く入会
宣言をされ、佐藤利之、宮岡宏実両氏が入会されました。
宮内メンより歓迎の挨拶を頂き、お二人が入会挨拶をさ
れて、立会の方々との祝福握手を交わし厳粛の中、入会
式が終了。恋人の聖地広場にて記念撮影後、BBQ会場
に移動し、板村次期東日本区理事の来賓挨拶を頂き、　
赤羽あずさ部長の乾杯にて第二部懇親会を開催、ゲスト

の方々の近
況報告を拝
聴する中、
各テーブル
にて懇親を
深め楽しい
例会を終え
ました。会
員 28名、
メネット 10
名、ゲスト、
ビジター 22
名の出席で
した。

１０月　OCTOBER 2019 年（令和元年） １０月　OCTOBER 2019 年（令和元年）

茅野　崢さん 佐藤利之さん 山口直樹様　武蔵野多摩

菰渕 光彦様　ｻﾝﾗｲｽﾞ 依田礼子さん　21ﾒﾈ 長谷川あや子様　八王子

野々垣悦子さん 21ﾒﾈ

宮岡 宏実さん　 古屋さん 21ﾒﾈ相川さん 21ﾒﾈ 堀田 哲郎様　厚木

柳沢　岳　様　松本 板村 哲也様 武蔵野多摩 松村仁子さん 21ﾒﾈ

小松 仲史様　厚木 赤根　学さんCS 森田 智重子様　厚木

寺田さん 21ﾒﾈ　　荻野さん 21ﾒﾈ 沼田鉄筋　沼田ご夫妻様 会場近くのぶどう棚

小澤公紀さん 小野興子さん 山縣さん 21ﾒﾈ 清藤さん 21ﾒﾈ 飯田さん　沼田さん

北村 文雄様　厚木 秋桜

勝沼ぶどう郷駅を見下ろして

久保田様ﾒﾈ八王子　岡垣 様 八王子 赤羽美栄子様 あずさ部長 松村　禎夫さん

松村豪夫さん 功刀　弘さん 藤原 琢也さん 米長さん　廣瀬さん 古屋 秀樹さん

小口多津子様 八王子

赤池 譲治様　テレジア学園

宮内友弥様 前東日本区理事

本川様 長谷川様 小口様
＊紙面の都合にて、全員の方のお写真は、掲載出来なかったことを
お詫び申し上げます。　山本


