
　毎年恒例の冬休みスキーキャン
プ。今回は長野県の戸隠に行く予
定でした。なかなか寒くならない
12月も 20日過ぎになって、いま
だにゲレンデには全く雪がないと
のこと。このままでは戸隠ではス
キーができない。急遽場所を変更
することを決断。意外にも甲府か
ら一時間以内で行ける八ヶ岳山麓
の富士見高原が選ばれました。期
間中には本物の雪も降って何とか
事なきを得ました。年々雪不足の
傾向が強まっていることは感じて
いましたが、ここまでひどかった
のは過去に例を見ないことです。
　甲府の街にはいまだにまとまった雪が降りません。車の運転
やお年寄りの暮らしなどのことを考えると喜ばしいことのよう
な気がしますが、実はこのことは大変な環境問題にかかわる事
態なのです。
　このまま温暖化が進むとどうなるのか。持続可能な開発目標
（SDGｓ）のことや、環境活動家の少女グレタ・トゥンベリさ
んの言動が度々ニュースになる昨今、改めて私たちの暮らしの
在り方や、今後とるべき対策について考える必要を感じます。
スキーキャンプでは夕べの集いの時間に、子どもたちと改めて
気候変動について考える時間を持ちました。閉鎖されるスキー
場が増えている話もあり、スキー好きの子どもたちにも、確か
にこれは他人事じゃないんだな、と感じることができたようで
した。
　他にも海洋汚染のこと、最近の台風や地震の異常発生のこと
など、未来の地球を憂う問題は枚挙にいとまがありません。こ
のことに気づいてアクションを起こしてくれるトゥンベリさん
のような少女が、YMCAに集う仲間たちやキャンプに参加する
メンバーの中から出てきてくれることを願います。過去を積み
上げてきた責任ある大人の一人として、次世代を担う子どもた
ちに、真実への気づきのチャンスを投げかけていく使命感を覚
える今年の冬でした。

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

J2 になり 3年目となる今季のヴァンフォーレ甲府が始
動しました。1月 12日にチーム（選手・スタッフ）、ア
カデミー、フロント約 80名が集結し、今季をスタート
しました。スローガン「AGGRESSIVE（アグレッシブ）」
を掲げ、チームはもちろんのことクラブ全体で「積極的、
攻撃的、意欲的な姿勢」で J1昇格を目指すことを誓い
ました。
予算的には今季約 14億、J2では丁度真ん中あたりにな
り厳しい状況に変わりありません。今季のチーム編成は、
昨年と比べていくつかの変化があります。監督は昨年 5
位の実績を評価するとともに、継続性を重視し伊藤彰氏。
ヘッドコーチには安心感のある渋谷洋樹氏を招聘。選手
は昨季 31名、今季は 27名と 4名減。平均年齢は約 2
歳若返り、世代交代を進め若手の出場機会創出を目指し
ました。昨季のウタカ選手のような大物外国人はいない
ので、チーム全体で戦うことになります。大幅な入れ替
えがありましたが、新戦力の加わったチームは大いに期
待できると思います。
今季の J2リーグは、昨季の柏レイソルのような飛び抜
けたチームはなく、どのチームにも J1昇格の可能性が
あります。降格してきた磐田、松本に加えて徳島、京都、
千葉、大宮、山形、甲府などでの J1昇格争いになるの
ではないかと思います。スタートダッシュが重要になり
ます。ヴァンフォーレ甲府は、1月13日～24日Ｊステッ
プでの 1次キャンプ、1月 27日～ 2月 8日宮崎での 2
次キャンプを通して、いかにチームの形を作ることがで
きるのかがポイントになります。
スタートダッシュするためにも、皆様には 3月 1日（日）
のホーム開幕戦に小瀬・山梨中銀スタジアムに来て応援
をお願いします。勝利して皆様と共に喜びを分かち合い
たいと思います。今年もヴァンフォーレ甲府をよろしく
お願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　

雪の降らなくなったスキー場
～YMCAキャンプが子どもたちに伝えること

四年に一度の素敵な日と今日
2月ＴＯＦ例会プログラム

ペンリレー

会長挨拶

会員在籍者数　37名（2020年1月31日現在）
1月出席率
例会出席者　　　　　 27 名
第二例会他出席者　　　6名　　　　
合計　　　　　　　　 33 名
出席率　　　33÷37＝89％
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それは、からし種に似ている。人がこれを取って庭に蒔くと、成長して木になり、その枝には空の鳥
が巣を作る。
ルカによる福音書１３章１９節　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　薬袋　勝　選

甲府２１ワイズメンズクラブ 2020 年（令和 2年）2月 4日（火）発刊

＜ヴァンフォーレ甲府始動＞

　 2020 年は閏年。その２月２９日は「閏
日（うるうび）」となります。周知の
通り、現在採用されている太陽暦は
１年３６５日ですが、正確には
365.242189 日（365 日 5時間 48
分 45 秒）となります。このズレを
四年毎に 366 日として修正している
ようです。

　 さて、表題ですが、この閏年のことを英
語では「Leap Day（跳躍・飛躍の日」とも呼ばれています。
手帳が大好きな小生（現在は iPhone カレンダーですが）は、
二十数年前の手帳の今日の一言に、「２月２９日は何の日？素
敵な日？：さぼる日／帳尻合わせの日、今日は気持ちよくさ
ぼれ、変な服を着ろ、人に迷惑をかけろ、今日をいつもと違
う何かでいっぱいにしよう。」という言葉があったことを思い
出しました。そんな気持ちで１日を過ごしてみたいという方
はどのくらいでしょうか。公に “空っぽな一日” というもの
があればよいですが。
　このうるう年に開催されるオリンピック・パラリンピック、
2020 年は “東京” で開催されます。日程的に真夏の酷暑とも
いえる環境下での競技。商業ベースという偏重がスポーツを
席捲している中、参加選手とその関係者の思いは、複雑と言
わざるを得ません。
　去年の “ラグビー・ワールドカップ” は、爽やかな風を日
本はもとより世界中にもたらしました。この大会に同様の風
が、チームや個人プレイヤーからもたらされることを期待し
たいです。
　当クラブは、野々垣年度からの継続で “クラブチャーター
30周年” へ向けて、佐藤重良プロジェクト委員長のもと、記
念誌をはじめとした記念事業が、確実な進捗にあります。また、
2021 年６月の第 24回東日本区大会のホストクラブとしての
準備が、板村次期理事とそのキャビネットの皆様と共に始ま
りました。クラブの皆様には、この両プロジェクトに対し、「対
話と実行」を重ねていきたく、さらに積極的な参加をお願い
いたします。

日時　2020 年 2月 4日（火）19：00 ～
会場　山梨ＹＭＣＡ青少年センター
　　　司会　功刀　弘メン　　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　　　　　　　　　薬袋　勝メン
④会員スピーチ　　　　　　　　　　　赤根　学メン
⑤会長挨拶　　　　　　　　　　　　　荻野　清会長
⑥ハッピーバースデー
⑦ワイズディナー
⑧ゲスト卓話
　白木　信一神父
　カトリック甲府教会、塩山教会主任司祭および
　学校法人　聖テレジア学園理事長
　　演題「カトリック教会の制度について」
⑨諸報告
⑩ＹＭＣＡの歌
⑪閉会点鐘　　　　　　　　　　　　　荻野　清会長

メン　　　山縣　譲治メン　2／ 6
メネット　荻野　優子 　　2／ 4
　　　　　鎌田　千里　　　2／ 9
　　　　　饗場　雅子　　　2／ 10

お誕生日おめでとうございます



1 月合同例会報告
甲府２１ワイズメンズクラブ　寺田 喜長

シンポジウム報告
甲府２１ワイズメンズクラブ　ブリテン取材班
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来期東日本区事務長
小林 隆様（沼津）

来期東日本区理事
板村 哲也様

東日本区キャビネット
小山 憲彦 様

次期東日本区副会計
吉田 君代様（川越）

次期東日本区会計
利根川 恵子様（川越）

次期東日本区書記
小山 久恵様（東京
サンライズ）

　　東日本区大会開催のホスト役にあたって
　　　　　　　　　　　　   甲府２１　佐藤　重良

来年の６月１１日（２０２０・
７から２０２１・６年度）に東
日本区大会の大役を甲府２１が
実施することにすでに決まって
います。
なぜホスト役が決まったかの理
由は、

１　あずさ部甲府地区でホストを実施していないの
　が甲府２１のみであること
　（甲府クラブ・富士五湖クラブはすでに実施済み
　であること）
２　最近のCS活動が活発なこと（障がい者支援・
　ベビーカーコンサート開催等）
３　会員増強の勢いが著しいこと（６年前１６人か
　ら現在３７名）
であると　聞いています。
この大会の時の次期理事は、東京武蔵野多摩クラブ
の板村哲也さんであります。
東日本区理事方針の理事主題は、
　「変化をたのしもう！」
理事副題　
　「助け合い・分かち合い」　　となっています。
この意味について第１回の打ち合わせ会にて、コメ
ントが有りました。現在ワイズメンズクラブ活動は
会員の減少等種々の難問を抱えています。世の中の
環境が変わっているのに、ワイズは適応しているだ
ろうか？　適応していないから衰退しているのでは
ないか！これからの活動は、世の中の環境変化に対
応できる素早い変化が必要だ。新しいものにチャレ
ンジして、変化をして活動を楽しもう・・でした。
この趣旨を踏まえて甲府２１がホスト役を務めま
しょう。環境の変化に対応する新しいものにチャレ
ンジして楽しく意義ある大会にするために　荻野実
行委員長を中心に　甲府２１・ワンチームになって
　創意工夫して変化した　今までに無い活気あふれ
る　楽しい　東日本区大会を成功させましょう。

↖2020年 1月 17日ＹＭＣＡ同盟で行われた第
24回東日本区大会キックオフ大会において、キャ
ビネットの皆さん。
←打合せ後　四ッ谷同盟近くの中華で一服

2020年新年合同例会報告
日時　2020年 1月 14日　18時 45～
会場　ホテル談露館
甲府クラブ 28名、甲府 21クラブ 28名が出席し恒
例の合同新年会が甲府クラブホスト、司会渡辺徳之メ
ンの司会にて行われました。
標甲府クラブ会長の開会点鐘にて例会セレモニー開
会、ワイズソング、ワイズの信条、そして両クラブ会
長の挨拶が有りました。甲府クラブチャーター 70周
年を迎えるにあたり、山梨ＹＭＣＡ75周年と新館落
成の記念を含めて記念行事を予定しているとの報告、
甲府 21クラブは甲府クラブ 40周年記念行事にて設
立されたクラブですので今秋には 30周年記念行事を
計画中であり、次年度の東日本区大会ホストクラブを
担当するとの報告が有りました。新入会員紹介では、
甲府クラブ入会予定の宮川様、甲府 21クラブは今年
度入会の赤池、浅川、佐藤、山本、野々垣和宏，各メ
ンを紹介、ハッピーバ－スデーのお祝いで当クラブは
小澤公紀メンが祝福を頂きました。本日のニコニコ募
金は山梨ＹＭＣＡ新館建設へ献金目的であるとの報
告。甲府クラブ済本メンの食前の感謝、露木淳司ＹＭ
ＣＡ総主事の乾杯にて懇親会に移り、両クラブメンが
歓談、かがみもちご夫婦（夫婦太神楽）による大神楽
新年パフォーマンスにて正月気分を堪能、近くて遠い
親子クラブが親睦を深めました。荻野甲府 21クラブ
会長の点鐘にて閉会。

2020年 2月 1日（土）　13:00～17:15
東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校２階
“Change! 2022 ” のスローガンを掲げ、 2019 年度
より Change! 2022 推進委員会 を発足させ、「ワイ
ズ創立 100 周年となる 2022 年までに会員数を 
1,246 名（ 1997 年東日本区発足時の会員数）にする」
という会員増強運動を進めることになりました。その
一環としてシンポジウムが行われ当クラブ野々垣メン
が「 16 名が 36 名へ、会員倍増 の実践」というタイ
トルで発表を行いました。
会場は東京ＹＭＣＡ社会体育保育専門学校。地下鉄東西
線の東陽町駅から徒歩5分という好立地です。会場には
東日本各地から98名のワイズメンが集い、甲府21から
は、荻野清、小澤公紀、功刀弘、駒田勝彦、茅野　崢、
寺田喜長、野々垣健五、野々垣和宏、廣瀬健、宮岡宏実
米長晴信（敬称略）の12名が参加致しました。会員数を
往時の姿に戻すために、ということで、フェイスブック
の活用術や、例会プログラムの検討など発話とディスカ
ッションが行われました。熱海クラブ 泉明寺みずほさん
は、熱海今宮神社の宮司さん。彼女が札埜（ふだの）さん
によってクラブ入会に至った経緯はフェイスブックであ
った、と。野々垣メンによる発話は、大変分かりやすく、
元気の源をみることができた、と。懇親会では場所を東
京ＹＭＣＡの別棟に移動。ディスカッションで出てきた、
甲府２１ワイズメンズクラブの功刀先生の発言にあった
Ａ＆Ｃでいきましょう。＊アルコール＆コミュニケーション


