
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

乙女高原は山梨市にあり、標高１７００ｍの所にあります。乙
女高原の森　面積７６０ヘクタール　　草原部分　５～７ヘク
タールです。
私が中学生の頃は、竹で作ったスキーを担ぎスキーをしました。
今思うと当時バスはふもとの村までしか行きません、よく来た
なあ～と思います。
現在この草原を守るために遊歩道の整備、11月 23日には草
原の草刈りを行っています。草刈りは 2019年 20回目を迎え
ました。県市企業団体個人約 200人以上の方々が奉仕にあた
りました。私は乙女高原 interpreter メンバーで参加しており
ます。
乙女高原にはたくさんの貴重な植物があります。コケもその一
つです。
資料によりますと、コケは専門用語で蘚苔類（せんたいるい）
といわれ、コケには蘚類・苔類・ツノゴケ類という３つのグルー
プに分けられます。その中で蘚類が一番大きなグループで、日
本には約１０００種類あり、苔類は６００種類、ツノゴケ類は
桁違いに数が少なく１７種類といわれます。合計すると、日本
全体で約１７００～１８００種類、世界では１８０００種類あ
るそうです。 日本の面積は小さいのに、世界のコケの１／１０
は日本で見ることが出来るそうです。日本はコケの豊富な国だ
そうです。コケは光合成をして生きていますので植物です。コ

ケと他の植物との大きな違い
は、一般の植物は維管束植物
といわれ官がありますが、コ
ケには根がないので官がない
ことです。栄養は葉や茎の表
面から雨水等に含まれる栄養
分を摂取します。一枚一枚の
葉はとても薄く小さいので弱
いために集団を形成して養分

等が飛ばされないよう協力しています。
私は、神社仏閣を訪ねて、その庭園などのコケ庭の素晴らしさ
に感銘します。山登りの途中、森の中がコケのじゅうたんになっ
ていて見とれたり、触ってみたりします。乙女高原にもたくさ
んの苔があります。

この地球には人知れず営みが行われて、他のものを生かし、育
てていることを教えられます。
遠くから見るもの、近づかなければ見えないもの、体験しなけ
ればわからないもの、この一年そんな思いとボケ防止策に探求
に励みたいと思います。

みなさま、あけましておめでとうございます。
穏やかな新春を迎え、皆様がご健康であること、元気に
ご活躍できますよう、心からお祈りいたします。また、
山梨 YMCA 会館の竣工そして落成が滞りなく進捗するよ
う、重ねてお祈りいたします。
　当クラブは、この半年を顧みますと、2019 年 7 月のキッ
クオフ例会から 12 月の Xmas 例会までに６名の入会者が
あり、総勢３７名のさらに活発なクラブとなりました。
クラブ全体として７月には “第 1 回あずさ部評議会” の
ホストクラブを務め、8 月には夏季恒例“育精福祉センター
納涼会” および “山梨 YMCA フクロウキャンプ” の支援
を実行しました。生徒たちの無邪気な姿が目に浮かんで
きます。そして、さらに同月、“諏訪湖花火大会” へのツ
アーを台風の最中敢行しました。久々に “腹の底に響く
花火” を体験しました。
９月に入っては、趣向を変えた “ぶどう棚下例会” を実
行しました。それぞれの委員会においては、ケースバイ
ケースで “対話と実行” がなされて、各イベントが遂行
されました。
　現山梨 YMCA 会館でのラストバザーでは、キラキラ教
室の生徒たちと “白菜と大根” の種蒔・間引き・収穫と、
仕事量の大変さと喜びを経験する中で、短時間での完全
販売となりました。また、福袋＆風船・綿菓子＆ポプコー
ン・焼き芋・古本コーナー、そしてメネットの喫茶店など、
甲府２１クラブが、昨年の流行語「ワンチーム」に自然
となっている感がありました。大感謝です。
　年度後半は、甲府クラブとの新年合同例会にはじまり、
DBC の草津クラブとの合同例会や、甲府市民総合会館で
のベビーカーコンサートの開催および山梨 YMCA2020
チャリティーランの共同主催と、イベントが目白押しで
す。さらなる「対話と実行」の継続をお願いいたします。
　まだ少し早いかもしれませんが、本年度が終わると、
次年度は甲府２１クラブのチャーター３０周年という節
目の年度になります。“対話と実行の継続” を進めながら、
年度後半も楽しく・元気に奉仕をおこない、次年度へバ
トンを渡していきましょう。　

ワイズメンの皆様、新年あけましておめでとうございます。
今年の新年のご挨拶には特別の味わいがあります。世間では
2020 年は東京オリンピックの年として特別感を報じていま
すが、YMCA にとっての 2020 年は正に新しい会館が竣工し、
その場所が 48 年ぶりに移動する。ついにこの記念すべき年
がやってきたという特別な感情が沸き上がります。長い間待
ち望んだ瞬間がようやく目前に迫り来る期待感は格別です。
このとき、この瞬間に総主事として立ち会えることを光栄に
思うと同時に、この重大な責務を果たして担いきれるものか
どうかという、恐れ、不安感に押しつぶされそうな気さえし
ます。キリストの神様によって建てられ、守り導かれている
YMCA のなす技を不安に思うことは、それこそ不信心の最た
るものと理解すべきなのでしょう。神様からの恵みと導きを
信じつつ、YMCA に連なるすべての人々の思いを一つにして、
ひたすら主の示す奉仕の道を歩んでいきたいと思います。
新会館は 4 月 20 日竣工の予定です。敷地は現在の 2.5 倍の
広さがありますが、建物は体育館を省いたささやかなものに
なります。献堂式は 5 月 2 日です。そしてその日を迎える前
に多くの人に慣れ親しまれた会館とのお別れ会も行いたいと
思っていま
す。皆様、こ
の時代の節目
の歴史的瞬間
にぜひともご
一緒にお立会
いください。
詳細は追って
ご案内申し上
げます。

日時： ２０２０年１月１４日 (火 )　
 １８：４５～２０：４５
場所：談露館　　
担当：役員会

会費；メン５０００円　メネット３０００円　　
＊甲府クラブは会より補助有り

   　司会：渡辺徳之会員
【例会セレモニー】　１８：４５～

・開会点鐘　　　　　　　 　標　克明甲府クラブ会長
・ワイズソング・ワイズの信条
・会長挨拶／ゲスト紹介／新入会員紹介
　　　　　　　　　　 　標　克明甲府クラブ会長
　　　　　　　　　　　　　荻野　清甲府２１クラブ会長
・諸報告
・ハッピーバースデー＆アニバーサリー

【懇親祝い会】１９：１５～

・食前の感謝　　　　　　 　済本文雄会員
・乾杯　　　　　　　　　 　露木淳司山梨ＹＭＣＡ総主事
・ワイズディナー
・大神楽新年パフォーマンス
・歓談
・ＹＭＣＡの歌
・閉会点鐘　　  　荻野清甲府２１クラブ会長

特別な新年をお迎えして

対話と実行の継続 1月合同例会プログラム

ペンリレー

会長挨拶

会員在籍者数　37名（2019年 12月 30日
現在）
12月出席率
例会出席者　　　　　 34 名
その他行事出席者　　　1名　　　　
合計　　　　　　　　 35 名
出席率　　　35÷37＝95％

メン　　　小澤　公紀メン　１／１
　　　　　
メネット　清藤　和子ﾒﾈｯﾄ　１／１１

スイートピーの花言葉は、「門出」や「優しい思い出」「別離」
「ほのかな喜び」などです

2020 年（令和 2年 1月 14日（火）発刊

2020 年 1月会報
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１月　JANUARY　2020 年（令和 2年）

DBC

お誕生日おめでとうございます

あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選んだ。あなたがたが出かけて行って実を結び、その実が
残るようにと、また、わたしの名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、わたしはあなたがたを任命したので
ある。互いに愛し合いなさい。これがわたしの命令である。
（ヨハネによる福音書　５章１６～１７節）        山県　譲治　選

“コケ”　身近だが気にされない
甲府２１ワイズメンズクラブ駒田勝彦

最近は苔テラリウム
といって、ガラス容器
の中でコケを育てる、
が流行しているとか。
〈ブリテン山本記〉 1 月の花　スイートピー



日　時　2019 年 12 月 8 日（日）17:00~
会　場　岡島ローヤル会館
＜第一部＞　礼拝　　司会　鎌田メン
後藤メンの「マタイによる福音書１章１８～２１節」の朗読
に続き八ヶ岳伝導所山本護牧師の『降誕への一つの流れ』と
題した奨励を頂いてから
＜第二部＞クリスマス例会を開会、会員スピーチでは次期東
日本区国際交流事業主任に就任される米長メンが抱負を述べ
られました。大きな働きを期待します。
荻野会長の挨拶と、ゲスト紹介、ひき続き米長ＥＭＣ委員長
の進行にて赤池譲司さん、浅川貴明さんの入会式が行われま
した。今期３人、４人目の入会者です。お二人の入会にてク
ラブ平均年齢は大幅に若返りとなります。
＜第三部＞懇親会はまずＹＭＣＡバザー出品野菜の栽培に畑
の提供や技術指導をして頂いた沼田三郎さまご夫妻に感謝状
を贈呈、農作業を体験する子供たちの笑顔を見ているのが楽
しみですとの挨拶を頂きました。いつもご協力有り難うござ
います。誕生者のお祝いはゲストの方２名を含め５名を祝福。
佐藤重良メンの紹介で近くにお住いの山梨大学の交換留学生
４名も出席され国際交流を行いながら輿水副会長の乾杯にて
懇親会へ、今年のＢＣコンサートの演奏グループ「てｔｏて
アンサンブル」の演奏、宮岡メンが代表を務め「FUJISAKURA
塾」の子供たちの可愛い歌と踊りにて盛り上がり、お見え頂
いた１６名のゲストの方も交えて懇親を深め、最後に恒例の
オークションは広瀬メンの名調子司会にて順次競り落とされ
無事完売。ＹＭＣＡの歌、閉会点鐘にて終了。

ゲストの方々は、山本牧師ご夫妻、沼田様ご夫妻、ＹＭＣＡ職
員４名、入会希望者２名、他１名、中国、台湾、マレーシア
２人の留学生４名。出席者はメン３４名、メネット１０名、
ゲスト１６名、　計６０名

日　時　2019 年 12 月 8 日（日）17:00~
マタイ福音書 1:18~21

「降誕へのもう一つの流れ」　八ヶ岳伝道所牧師　山本護

　神の子イエスが降誕する出来事の本流は母となるマリ
アの流れ。今夕注目したい「降誕へのもう一つの流れ」
とは、マリアの夫ヨセフの流れです。ヨセフは素朴な男
ですが、冷静でかつ大胆。夢で見ただけの天使の言葉に
従って、幼子イエスの命はかろうじて守られました。
婚約者マリアの妊娠、ヨセフにしてみればあずかり知ら
ぬことで、黙ってサヨナラしようとしました。表ざたに
すればマリアは処刑されてしまうため、ヨセフは煮えく
りかえっている屈辱感をぐっと堪えて、「ひそかに離縁せ
んと思ふ (ﾏﾀｲ1:19)」。ヨセフの選択肢は三つありました。
①「マリアの不義を公然にする」、律法に従う義だがマリ
アは処刑。
②「ひそかに離縁する」、マリアは侮蔑されるシングルマ
ザーになる。
③「妻マリヤを納るる事」、ヨセフが屈辱を耐え忍ぶ。
ヨセフは②を選ぼうとしていた。ところが天使が命じた
ことは、もっとも困難で、もっとも屈辱的なものでした。
天使は「妻マリヤを納るる事を恐るな (1:20)」と告げる。
ヨセフはこの御言葉を正面でどしんと受け取り、「恐れる
な」という御言葉がヨセフの正さを打ち壊します。ヨセ
フは、世間がうまく納まる人間の義ではなく、もっとも
屈辱的な神の義を選んだ。ヨセフの人間的な器量は「ひ
そかに離縁する」程度でしたが、「恐れるな」という御言
葉で慣れ親しんだ自分自身の義が打ち壊され、なんと、
想像もしなかったいっそう冒険的な自分がそこに現れま
した。
　マリアの流れが教会ならば、ヨセフの流れはワイズメ
ンや YMCA ではないか。皆さん自身は一人のヨセフとし
て「恐れるな」という言葉を聞いています。まもなく
2020 年、今こそ世界はヨセフの働きを必要としている。
ヨセフが愚直に行動してこそ、マリアである教会も尊ば
れます。マリアだけでは幼子イエスを生き延びさせるこ
とができませんでした。教会はだいぶ世俗化してしまっ
ていますが、純朴で世間知らずのマリアでありたい。ワ
イズメンや YMCA は御言葉を受けとって大胆に行動する
ヨセフであってほしい。
　神の子イエスの降誕という驚くべきクリスマスプレゼ
ント。それをそのまま生身の私たちに戴きましょう。そ
のプレゼントを真正面で受け取って、ヨセフのように私
自身の狭い義が打ち壊されたい。壊されることを「恐れ
るな」。聖霊の風は壊される旧い私を吹き抜け、いっそう
冒険的な私を創造する。
ヨセフのように歩み、この身を吹き抜けていく聖霊を感
じながら、地上に降誕されるキリストに従って未知へ踏
み込んで行きましょう。Ω

１２月１４日㈯　松本市　深志神社梅風閣
甲府２１メンバー　荻野会長、輿水副会長、野々垣メン、
駒田メン、相川メン、小沢公メン、松村豪メンメネット、
廣瀬　９名参加　総参加約８０名
第一部　部会は赤羽美栄子部長の点鐘で始まり各役員、
各事業主任挨拶＆報告、来賓祝辞は田中博之アジア太平
洋地域会長、山田敏明東日本区理事から祝辞を頂いた。
第二部　記念講演は松本クラブ所属、北村豊メン演題「自
然界より受け止めるアンチエイジング」家畜化した日本
人への提言
第三部　アジア賞授賞式　最優秀賞、優秀賞、佳作、審
査員特別賞、伊藤賞特別賞、山梨 YMCA 特別賞１２名の
学生が表彰（信州大、松本大、丸の内ビジネス専門学校）
３名の学生が代表で講演した。留学一年ほどでの日本語
習得レベルに驚かされた。最優秀賞キム・ビョンガン君

（信州大）とお話をさせて頂き現在の日韓関係は時間と
共に改善する互いの譲歩は不可欠２１歳の学生にして正
論を学ばされた。彼は日本で就職活動をして韓日の友好
に尽力したいそうです。
第四部懇親会親睦を深め昨年のあずさ部部長のご協力に
感謝。
次期輿水会長年度に東日本区大会 IN 甲府の打ち合わせ
諸準備に関していろいろ打ち合わせをした。
私事ですが部会の中でワイズメンズ国際協会より「エル
マークロウ賞」の表彰を受けました。副賞で田中アジア
太平洋地域会長よりシルクの YS ネクタイを頂きました。
田中氏は入会時の立会人です。昨年度あずさ部部長の功
績表彰ですが甲府２１クラブの皆様の協力で頂いたもの
です。ここで皆さまに感謝いたします。ありがとうござ
いました。

１２月例会報告 12月例会　山本護牧師　説教要約 第２３回あずさ部部大会　
第２１回アジア賞授賞式　参加して甲府２１ワイズメンズクラブ　寺田 喜長

甲府２１ワイズメンズクラブ　廣瀬　健

甲府２１ワイズメンズクラブ３０周年に向けて、３０年誌を発行
します。みなさんの想い出写真（スナップ）やグッズ、などを募
集しています。写真・冊子などはお借りした上で、スキャナーで
取り込んだうえでご返却致します。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

お知らせ　30年誌委員会より

お知らせ　BCC担当委員会より

お知らせ　Change2022 シンポジウム

お知らせ　富士五湖クラブより

１月　JANUARY　2020 年（令和 2年） １月　JANUARY　2020 年（令和 2年）

エルマー・クロウ賞とは

エルマークロウ賞　
Elmer Crowe Award 　
年度中に特に傑出した働
きをした部長に与えられ
る国際賞。任期半ばで倒
れたカナダの元理事エル
マー・クロウ氏を記念し
て創設 された。区理事が
受賞候補者を地域会長に
推薦し、国際会長が最終
決定する。

主催：甲府２１ワイズメンズクラブ
協力：山梨 YMCA

あのベビーカーコンサートがパワーアップします。
会場内は、泣いても、笑っても、走り回っても、
全てＯＫ。子育て中のお母さん・お父さん！
タマには息抜きしましょうね。
場内で　ベビーカーお預かり致します。

ベビーカーで入れるファミリーコンサートを開催。
会場内は、泣いても、笑っても、走り回っても、
全てＯＫ。子育て中のお母さん・お父さん！
ときには息抜きしましょうね。
場内で　ベビーカーお預かり致します。

新しい仲間とともに

沼田ご夫妻への感謝！

「て to てアンサンブル」 ゆみこ・ひさこ・かよこ・けいこ・みつこさん

FUJISAKURA
塾のみなさん
（右）福田奈里子
さん（YMCA）

舌好調の米長さんスピーチ

山本牧師の奨励

富士五湖クラブより新年例会の案内を頂きまし
た。石和温泉での開催ということでお誘い下さ
いました。参加ご希望の方は富士五湖クラブ書
記後藤メンへ連絡下さい。寺田

日時        2020 年 1 年 11 日 ( 土 )   夕方から
会場         石和常盤ホテル
会費          15,000 円 ( 宿泊 )
連絡先      富士五湖クラブ書記 後藤明久メン
    ag1263@olive.ocn.ne.jp       090-3147-4305

来月 1日には Change2022 シンポジウムが行
われます。野々垣メンが甲府２１ワイズメンズ
クラブの成功事例を発表する段取りとなってい
ます。みんなで応援に行きましょう！
開催日時：2020 年 2月 1日（土）13：00 ～
16：30
会　　場：東京 YMCA社会体育保育専門学校
（東京メトロ東西線　東陽町駅下車徒歩 5分）
会　　費：無用（ただし、シンポジウム終了後
の懇親会は 2,000 円です）



２０２０年健康でいること、できるときに
出来ることを頑張りたい

               駒田   勝彦
           

１．本人 健康と活力の維持と、その工夫
２．山梨ＹＭＣＡ 新会館への軟着陸（損
益・資金繰り含む）に対処
３．「甲府２１ワイズ」の 50人体制への
整備（いずれ 100 人に。）
（30周年記念・東日本区大会引き受けへ
の支援）
４．本人 2020 年度あずさ部 ＥＭＣ事業
主査への準備（ご協力を！！）
   　　 　  野々垣　健五

「老いを生きるとは、人生の４番目の季節
を生きる事だ」との喩えが有る。
流れのまま、気張らず、出来る範囲で４番
目の季節を過ごしたい。
　　　　　　　　                    寺田 喜長
　
           

甲府クラブの新クラブ設立委員として、私
は山本昭太郎さんと一緒に甲府２１クラブ
設立に係わり、チャーターメンバーとして
現在に至っております。
　ＹＭＣＡのＣを忘れないという当初の思
いを、継続していくクラブでありたい。　
　　　　　　　　     松村　豪夫
　
           

２０２０今年の抱負
去年は改元の年という区切り年でした。
当クラブは、チャーター３０周年へ向け
たバトンをスムーズに渡す年度として行
動をしてきました。年度初めの “対話と
実行” を継続し邁進をつづけましょう。
　　
　　　　　　　　　  荻野　　清

　

２０００年に、八ヶ岳南麓に移住して、甲
府２１ワイズメンズクラブに入会してもう
２０年なります。当初は長距離会員として、
傍観者的な対応でしたが、　７,８年前か
ら、色々責任ある立場に置かれて、ワイズ
活動の良さを感じることが出来ました。そ
の上、この２，３年、急増した新入会員に
より、新しい感覚のクラブ活動が見えてき
たので、来年も楽しいワイズ活動に積極的
にかかわっていきたいと考えておりますの
で、よろしく。
                    松村　禎夫

１月　JANUARY　2020 年（令和 2年）



国の内外に心配な出来事が多発した一年で
した。
今年は肩の力を抜いて、猫背を直し、自分
に出来ることを見つけていきたい思いま
す。
            　            後藤　哲夫

やるか？
やらいでか！！
        山本　俊一
           

「筋力の衰えに打ち克つように体を鍛える。
無理が効くようになりたい。」あくまでも
抱負ですが。
    　 稲垣  浩司

「ブータン王国では国の指標を、GNH（国
民総幸福量）としています。こうした視点
を、今年は意識したいと思います」　  
  　  　　　　      輿水　順雄
           

“昨年はアジア太平洋大会に参加し、IBC
締結にむけ幾つかのクラブにお声掛けし
ましたが残念ながら不発に終わっていま
す。
今年は東日本区の力もお借りしてなんと
か IBCの調印に向けて努力します。”
                   清藤  城宏
           

１９６４．１０．９　に結婚して５６年
東京２０２０の 7月に健康寿命８３歳を
迎えたい。
                      功刀　弘

諸先輩方に見習い健康第一！　　人生楽し
く前向きに！！　　　　　           
            廣瀬　健

           
｢公私共に転換期を自ら引き寄せる年にし
たい。事業の安定、向上。プライベートで
は素敵なパートナーを…（こちらが本題か
も）ごほん。躍動感溢れる一年を目指しま
す。」
              山梨 YMCA     露木  魁人

           

老いをうらまず．．．（新 後期高齢者の新た
な思い）　　　　            
　　　     小澤　公紀

           

来年もしっかり仕事（歯科矯正治療）が出
来るようにと願っています。　　　
           鎌田　巌

           

今年６３歳となり年金受給が出来ないこ
ともない年齢になりますが、甲府２１ワ
イズメンズクラブの活動と自分の仕事を
元気の源と考え、現役を引退しないこと
が最大の社会貢献と考え頑張ります。
                      奈良田   和也

１月　JANUARY　2020 年（令和 2年）


