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日時：2019 年 10 月 9 日(火)18：45～  

会場：談露館 

担当：会員増強委員会  

司会：石川和弘会員 

 

 

 

 

 

 

暑い夏を元気に過ごしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆ 
 

会長 標 克明 

朝夕気温が下がり秋らしさが感じられる 10月になりました。 

 山梨県の 9 月は観測史上一番平均気温が高い記録となり、

10月もまだまだ暑さが続く予想です。おまけに台風にも注意

が必要だそうです。9月例会の「防災」の卓話を思い出して

準備が必要かもしれません。 

 甲府クラブ 70周年関係がいよいよ本格的に動き出します

ので、各部会で話し合いをしてクラブ全体で盛り上げていた

だきたいと思います。記念例会に向けてはもちろん、ＹＭＣＡ

新館完成とも合わせて今甲府クラブ会員一丸となって事に

当たらなければなりません。これから時あるごとにお願いしま

すが、よろしくお願いいたします。 

 今回の例会ではワイズメンズクラブ・アジア太平洋地域大

会の様子を発表してもらいますが、10月はあずさ部部会、八

王子クラブの 25周年記念例会と催しがありますので、今のワ

イズの様子も機会があれば発表したいと思います。 

恒例の山梨ＹＭＣＡバザーは今のＹＭＣＡで行われるのが

最後になります。開催日はいつもと違う 11月2日土曜日です。

土曜日ですので仕事等の都合もあるでしょうが、調整してい

ただき多くの会員の協力をお願いします。また、当日だけで

なく「びっくり市」の準備の段階から人手が必要です。予定表

が配布されるので時間を作って協力していただきたいと思い

ます。 

 終わりに「今月のことば」は毎号ブリテンに掲載されますが、

この挨拶の最後にも各月の言葉を一言書きたいと思います。 

 

神無月の言葉 

「苦しい時こそ勇気を出そう」 

勇気を出して日々行動したいと思います。 

  

会員数  ３５名(内広義会員１名) 

例会出席 ２２名  メン １８名 メネット １名 

ゲスト   ３名          

メーキャップ ２名（石川博・渡辺）出席率  ５９％ 

ニコニコボックス ７６３０円 

   

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           小倉恵一会員           

ワイズディナー 

会員卓話 

「アジア太平洋地域大会報告」 

仙洞田安宏会員 

小倉恵一会員 

70 周年準備協議             石川博実行委員長 

ＹＭＣＡバザー準備について 

ハッピー・バースデー・アニバーサリー 

諸報告 

甲府ワイズの歌 

閉会点鐘             標 克明会長 

プログラム 

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■  

 

自分を愛するように あなたの隣り人を愛せよ 

マタイによる福音書 22 章 39 節 小倉恵一会員選 

９月のデータ 

 

  甲 府 ク ラ ブ 

2019年 10 月 会報 
●今月の強調目標 

ＥＭＣ/Ｅ・ＹＥＳ 
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９月   例会報告 
 

 神山玄太 

秋山仁博さんの司会でスタート。標克明会長のあいさ

つの後、石原基平さんによる今月の言葉が紹介され、お

楽しみのワイズディナーとなりました。 

9 月 1 日は防災の日ということで、9月の卓話は「甲府

の安全・安心」をテーマに講演をいただきました。 

甲府市市長直轄組織危機管理監の佐藤敦部長から挨拶

があり、危機管理室防災指導課の今村公二課長による講

演をいただきました。 

過去の災害の発生状況を見ると、約 100年から 150年

の周期で大地震が起こっており、前回の東海地震からす

でに 165 年が経過していることから、いつ大きな地震が

起こってもおかしくないとの状況を説明いただいた上で、

甲府市の災害対策について説明をいただきました。また

全国各地で水害が頻発していることから「千年に一度と

も言われる降雨」を想定し、洪水ハザードマップを改訂

したことも報告され、避難勧告等に関する警戒レベルが

どのように情報提供され、その後の避難行動にどう生か

してほしいか話がありました。 

災害発生時は、日頃からの備えが重要であり、市とし

ても備蓄品を各地区などに用意しているが、各家庭でも

飲料水などは 7 日分の備蓄があると安心であるとの話も

ありました。 

卓話後は、会員の誕生日を祝い、標会長による閉会点

鐘でお開きとなりました。 

 

 

 

 

 

日時 ９月２４日（火）午後６時３０分～８時 

場所 山梨ＹМＣＡ２階 

出席者 標、渡辺、廣瀬、ピーターＭ、仙洞田、秋山、

丹後、石川博、荒川 

プログラム  

1、開会あいさつ   標会長 

2、報告事項 

・９月１０日（火）  ９月例会   担当;地域奉仕 

 出席者 メン１８名 メネット１名（大澤祥子） 

メーキャップ ２名（石川博・渡辺）出席率 ５９％ 

ニコニコボックス ７６３０円  

卓話者 甲府市役所 危機管理室防災指導課 課長 

今村公二氏ら（総勢３名）による「甲府の安全・安心」 

せっかくのタイムリーな話題の卓話も出席者が少なくて

残念だった。尚、謝礼はご辞退された。 

３、協議事項 

・１０月８日（火）  １０月例会  担当;会員増強 

 アジア太平洋地域大会報告（パワーポイント） 

 アジア・国際の現況、大会全体の報告、 

エクスカーションの報告など。 

・１１月２日（土）  ＹМＣＡバザーについて 

 甲府ワイズの担当はおおむね例年通り。廣瀬会員、秋

山会員、両名が副実行委員長に就任。１階での果物販売

は鶴田会員より商品の提供はある。駐車場の係が３～４

名必要とのこと。１０月３日(木)２回目の話し合いあり。 

・１１月１２日（火） １１月例会  担当:国際・交流 

 宮本会員が卓話をする予定。 

・７０周年記念例会について 

 ５月９日（土）当日の会場仮押さえはできているので、

そろそろ具体的に動き始めましょう。 

・１２月１日  和歌山クラブ７０周年記念例会を実施

するという連絡あり。  

４、その他    

会の冒頭、山梨ＹМＣＡの福田さんより９月２３日（月）

開催のやまなしグローバルフェスタ２０１９（於:よっち

ゃばれ広場）に参加しブースを１つ設置し、ＹМＣＡの

パンフレットなどを配り、英会話カフェ式に外国人と会

話を楽しんだ旨の報告、お礼があった。（甲府クラブより

１万円、甲府２１クラブより１万円の協賛あり。） 

５、閉会あいさつ   標会長                           

荒川洋一   

 ９月 役 員 会 報 告   
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７月 

９月 

ニコニコ Box メッセージ   
７月のニコニコボックスに寄せて頂いた

メッセージをブリテンに掲載しておりませ

んでしたので、遅ればせながら、掲載させて頂きます。  

 

 

大澤英二 

Ｐｅｔｅｒ年度の役員皆様ご苦労様でした。標年度の 

出発を祝います。赤羽あずさ部長、松本クラブの金井様

ようこそ。 

 

遠藤順彦 

標会長一年間頑張ってください。 

 

鈴木健司 

久々の例会出席でしたが、松本ク

ラブの赤羽あずさ部長や金井さん

にお会いできてよい出会いの機会

になりました。神様のお励ましだと思いました。今年度

はもっと出席するよう努めます。マウントフォード会長

ご苦労様でした。標会長さんありがとうございます。70

周年記念、ＹＭＣＡ会館の建設と大仕事ですが、皆で協

力していきましょう。 

 

仙洞田安宏 

ピーターさん 1 年間おつかれ様でした。標さん一年間よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

大澤英二 

市の方の貴重なお話を聞いた私共だけが助かるのでしょ

うか？もっとたくさんの方が聞いてほしかった。 

ＹＭＣＡ新館の起工式は喜ばしい。 

 

遠藤順彦 

家内の誕生日祝いをいただきました。有難うございます。 

 

石原祥平 

ご無沙汰しています。 

標会長様 再度、本当にご苦労様です。甲府クラブ創立

７０周年に向けて忙しい年になりそうですね。私も体力

は落ちてきましたが、８月１４日８７歳になりました。 

プレゼントありがとうございました。ご活躍をお祈りい

たします。 

 

 

第 17 回富士山例会 
 

標 克明 

第 17 回富士山例会が富士山 5合目の佐藤小屋で 9月

28 日（土）・29 日（日）で行われました。 

28日午後 3時に佐藤小屋に集まったワイズメンとその

友人は 50名で例会場は暑い感じでした。この富士山例会

は、富士五湖クラブと東京サンライズクラブの合同例会

で、赤羽あずさ部長の公式訪問でもあります。富士五湖

クラブ望月喜代子会長の開会点鐘で始まり、会長挨拶は

望月会長と東京サンライズクラブの菰渕副会長のお二人。

ゲスト・参加クラブの紹介は、司会の後藤ワイズがいつ

もの感じで間違いも笑いに変えながら楽しくおこない、

遠くはデンマーク、北海道、京都からのゲストも大きな

笑い声をあげていました。第 2部の準備が整うまで、山

梨ＹＭＣＡの福田主事のミニ講演会が行われました。そ

して外に出て恒例の記念写真を撮って、バーベキューと

懇親会が始まりました。今年の富士山は温かい年だとは

いえやっぱり冷えてきます。鉄板の周りが暖かく自然と

輪ができます。赤羽あずさ部長の乾杯で始まり普段話の

出来ないワイズとの会話も楽しく、富士五湖の例会らし

く多くの肉・野菜・焼きそば・富士吉田のうどん・フル

ーツ、もちろんいろんな種類のアルコール、お酒を片手

においしい肉を食べながら、途中にクラブアピールタイ

ムもあったりで楽しい時間を過ごしました。 

日帰り組は中締めのあと、河口湖と富士吉田の夜景を

見ながら下山しましたが、宿泊するワイズは翌朝の散策、

ご来光ウォークなどお楽しみもあり、お昼に温泉に入っ

て解散しました。甲府クラブの参加者はピーターと標の

2 名でした。 

 

 



甲府ワイズメンズクラブ 

 

4 

 

標 克明♡恭子(2 日)   廣瀬静男♡昌子(2 日) 

荒川洋一♡宏枝(3 日)   丹後佳代♡和俊(10 日) 

鶴田一郎♡美恵子(14 日)   北条繁寿♡順子(19 日) 

山梨ＹＭＣＡ 福田奈里子

日 時：2019年 9月 23日（月・祝日）10：00-17：00 

場 所：甲府駅北口 よっちゃばれ広場 

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

トに参加しました。ＹＭＣＡの国際事業として、活動紹

介ブースの出展にあたり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きま

した。感謝してここにご報告申し上げます。 

わいわい地球塾

の中で行った

Global ３ Days の

国際理解教育プログ

ラムの写真の他、Ｙ

ＭＣＡ国際協力募金、

英語学校のパンフレ

ット等を置きました。 

 

「ＹＭＣＡって、何やってるところ？」という質問か

ら、地域に根差したＹＭＣＡのさまざまな活動のことか

ら世界に広がるＹＭＣＡ運動についてまで、直接お客様

とお話しすることができました。 ＹＭＣＡは『出会い

の場』であることを

改めて感じたひと時。    

まだまだＹＭＣＡを

ご存じない方々にＹ

ＭＣＡのことを広め

たい、と元気づけら

れました。 

 

 

備えを万全に！ 

山梨ＹＭＣＡ総主事 露木淳司 

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。 

 

注：今年、ＹＭＣＡバザーは 

           １１月２日(土)になります。 

メン 丹後佳代(2 日) 露木淳司(2 日) 中澤文雄(6 日)  

  大澤英二(14 日) 鶴田一郎(14 日) 済本文雄(27 日) 

メネット 丸茂宣恩(6 日)  小倉香苗(11 日)  

         石原靖子(17 日) 石川てる子(和)(17 日) 

ＹＭＣＡ

たより 

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 

１１月１２日(火) １１月例会  談露館 

１１月２６日(火) １１月役員会 山梨ＹＭＣＡ 

Happy Birthday 

Wedding Anniversary 


