
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

２０２０年２月３日発行され
た “東日本区理事通信” を見
ると、本年１月１日現在の東
日本区会員数が掲載されてお
りました。その中で注目する
のは、あずさ部と富士山部が
共に１８０人と群を抜いてお
ります。
過日開催された Change!2022
シンポジウムでは、当クラブ
直近会長の野々垣メンが主た
る発題として、力強く会員増
強の現状と今後を発表されま

した。東日本区会員の直近増減では、当甲府 21 クラブが
６人増もあり、あずさ部が９人増とトップです。上述し
た富士山部とあずさ部との年度内の競い合いを楽しみに
している一人です。
　ここで、小生は会員獲得に関して “年代層” に着目し
た会員増に注目したく、現在このことを重視した獲得に
走っております。各年代層の山、特に３０歳代から５０
歳代が注目されます。この年代は、現役世代の最たると
ころですが、この年代層の山が次のワイズメンズクラブ
の顔となり存続へ繋がっていくのではないでしょうか。
　当クラブでは、２月の第１例会において輿水次期会長
から２０２０年度の役員・業務分担が発表されました。
各委員会の要所へ壮年層と青年層が配置され、いよいよ
当クラブの大イベントへの進捗が本格化していき、“対話
と実行” から “成果” へと繋がりが始まりつつあります。
山梨 YMCA に目を転じると、本年 5 月 2 日には、山梨
YMCA 新館の献堂式がおこなわれる予定です。また、新
館最初のバザーが１１月３日（火）、そして、例年開催さ
れているチャリティーランが１１月 28 日（土）へ変更と
なります。さらに、当クラブのチャーター３０周年記念
イベントが同月予定で、“てんやわんや” の１１月の日々
が予想されるところです。

2 月 3日に布能  壽英氏が 92歳で亡くなり、続いて 9
日には村田 娃子さんが 88歳で亡くなりました。布能兄
は私を甲府２１ワイズメンに強く誘われた方です。村田
娃子姉は私の次女美希子と同級生の尚子さんの母親で、
CS幼稚科からお世話になりました。後に私と同じ日に
甲府教会で小野牧師から洗礼を受けた教友であることが
分かりました。
私が中学 1年 1950年のころ、自宅で小方喜羊先生が主
宰する聖書研究会に布野兄は参加していました。布能兄
は 1953年 3月 1日に高野兄たちと小野牧師から洗礼
を受けて以来甲府教会の中心的な存在で、経営者として
の手腕も周知のとおりでした。私は 1990年に 1年後の
クリニック開業を決心していましたのでそのあり方から
開設場所まで布能兄に相談して不動産屋も紹介して下さ
いました。そのような関係からワイズメンへの入会も私
の経営にも役立つだろうとの思いもありました。そして
甲府２１の発足では松村豪夫さんに全てを依存しての名
前ばかりの初代会長を引き受けました。
甲府教会では毎月 1日６ａｍに早天祈祷会があり、いつ
頃始まったかは知りませんが 1953年 3月布能兄がその
場で受洗したとも聞いています。私は 18年ぶりに
1971年山梨に戻り神奈川教会から甲府教会に転会しま
した。1980年、仕事上の大役を控えていた時にその事
業を成し遂げるには神に頼るしかないとこの早天祈祷会
に出席することを決心しました。その祈祷会に毎回欠か
さずに出席していたのが布能兄と村田夫妻そして大澤夫
妻でした。布野兄は体調不良となった 2015年以後この
祈祷会には出席できなくなりましたが、それまで会の後
にある恒例となっていた朝食会に丸十のパンを毎回差し
入れて下さいました。そして村田夫妻はいつも吉沢で採
れた野菜で趣向を凝らしたスープを持参されました。村
田夫妻は 2017年 6月から車を返上したために出席が出
来なくなりました。伝統の早天祈祷会は松木田牧師が退
任した 2019年 4月以後開かれなくなりました。
私の受洗の祝いに小方先生から聖書を頂きましたが、そ
の裏面に書かれた聖句を読むとその通りに歩まれたお二
人だったといまにして思うのです。
｢己が身を神の悦び給ふ潔き活ける賜物として献げよ｣、
ロマ 12章

将来の栄光に備えるために必要な試練

３月会長挨拶
２０２０年３月例会プログラム
日時：２０２０年３月３日（火）１９：００～
開場：山梨 YMCA 青少年センター
司会：輿水メン

①開会点鐘　　　　　　　　　　　荻野　清会長
②ワイズソング・ワイズの信条　　一同
③今月の聖句と一言　　　　　　　松村豪夫メン
④会員スピーチ　　　　　　　　　飯田メン
⑤会長挨拶　　　　　　　　　　　荻野　清会長
⑥ゲスト紹介　　　　　　　　　　荻野　清会長
⑦入会式　　　　　　　　　司会　米長ＥＭＣ委員長
　♡入会者　　佐藤哲郎氏、山口　了氏　　　　
⑧卓話「コロナウイルスと戦う術」功刀　弘メン
⑨ハッピーバースデー
⑩ワイズディナー
⑪諸報告
⑫YMCA の歌
⑬閉会点鐘　　　　　　　　　　　荻野　清会長

3 月合同例会プログラム

CS 委員会より報告します、先程会議の結果、4 月 29
日のベビーカーコンサートの延期が決定しました、( コ
ロナウイルスの為 ) 皆様方にはパンフレットの配布等
ご協力に頂きありがとうございました、次回、日程な
ど決まり次第連絡致します、宜しくお願い致します。 
      赤根

ペンリレー

会長挨拶

会員在籍者数　39名（2020年2月29日現在）
２月出席率
例会出席者  34 名　　　　
合計　　　　　　　　 34 名

メン　　　松村　豪夫メン　3／ 2
　　　　　
メネット　薬袋けさみﾒﾈｯﾄ　3／ 31

フリージアの花言葉は、「innocence（純潔）」
「friendship（友情）」「trust（信頼）」

2020 年３月会報
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お誕生日おめでとうございます

そのとき歩けなかった人が鹿のように躍り上がる。口の利けなかった人が喜び歌う。　荒れ野に水が
湧きいで荒れ地に川が流れる。
イザヤ書　３５章　６節　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　松村　豪男　選

甲府２１ワイズメンズクラブ　功刀　弘 2020 年（令和 2年）3月 3日（火）発刊

＜二人の先達（せんだつ）＞

受洗祝いに頂いた
聖書と聖句

ベビーカーコンサート延期について

「私とワイズメン」全員提出のお願い
クラブ創立３０周年記念事業・・・佐藤重良実行委員長

「われわれの足跡」を残しましょう。
30 周年記念誌の原稿を募集予定です。
皆様の「わたしとワイズメンズクラブとのつながり」を
文章にしてください。文字数、写真など詳細については、
近々ご連絡致します。　印刷１０月末、・配布１１月１４
日予定です。他クラブからの応募も受け付けます！

2019 年度の締めくくりは新会館の竣工と新規事業のオ
ープンという華々しい門出に向けて、夢いっぱいの中で幕を下
ろすはずでした。ところが皆様ご存じの通り、
今年の年度末は、新型コロナウィルスの話題で持ち切り。つい
には全国一斉の学校休校という前代未聞の非常事態に陥りまし
た。YMCAの事業も継続が危ぶまれ、非常勤スタッフの一部
は仕事を失いかけています。休むべきだ、やるべきだと、スタッ
フの意見も保護者の反応も二分され、正に大混乱。進級、卒業
に伴うイベントはことごとく中止。春休みの野外プログラムも
壊滅状態です。YMCAの運営も東日本大震災の時以来の大ピ
ンチですが、こんな時こそ私たちは今やるべきこと、寄り添う
相手を見誤ることなく、落ち着いて自信をもって歩みを進めて
いくべきです。そしてぶれることなく、FOR ALL をモットー
とする新会館をオープンさせ、明日の山梨を明るい地域共生社
会に変えていくよう、全力を注がねばなりません。
本館の竣工は 4月末。5月 1日開業します。0、1、2才児の
ための「野の花保育園」、デイサービス「オリーブの木」が新
たにスタートします。
「現在の苦しみは、将来わたしたちに現わされるはずの栄光に
比べると取るに足りない」（ローマの信徒への手紙 8－18節）
そう聖書が示すように、この苦しみは神様が私たちに必要なだ
け与えてくれる試練なのだ、とポジティブに受け止め、しっか
りと向き合っていきたいものです。2020年度は甲府ワイズは
70周年、甲府 21は 30周年の大きな節目の年です。そんな年
を新会館で迎えられる、こんな幸せな偶然は他にあるでしょう
か。これからもYMCAは皆様と共にあります。5月 2日に献
堂式、6月には定期総会、11月にはバザーとチャリティーラン、
すべてが盛会に終わりますように心よりお祈り申し上げます。

新型コロナウイルスの影響で中止となりました

山梨YMCA「野の花保育園」の引き渡しが無事完了



3 月例会報告 2月例会　　説教要約

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　功刀メン、奏楽　荻野メネット
聖句、一言　薬袋メン
今月の例会担当ＴＯＦ委員会によりバナーとワイズソ
ング、ワイズの信条等の例会グッズが準備された久々
のホーム会場での例会。
恒例により、点鐘、ワイズソング、信条唱和、薬袋メ
ンの聖句朗読と一言、会長挨拶。
　薬袋メンは開府 500 年記念企画提案事業にて「地
方病との戦いを語る」と題しての講演を依頼された。
現役時代の経験を活かし 1995 年に終息宣言されてか
ら忘れられていく地方病との戦いを語り次ぐ機会を得
て、地元住人一人一人の小さな努力で 100 年続いた
風土病が撲滅できたことを伝えたいと。会長挨拶では
TOF 強化月につての説明、次期の東日本区大会ホス
トクラブ担当準備、大会テーマ、キャッチフレ－ズ提
案等の協力要請、ゲスト卓話をして頂く白木神父、入
会予定の、佐藤氏、山口氏のゲストを紹介。ハッピー
バースデイの祝福者は、山縣メン、荻野メネット、
子どもの頃 80 才はすごいお年寄りと感じていたがい
ざ自分がその年齢に成ると不思議な感覚、荻野メネッ
トは孫対応にマゴマゴ（笑）。
　おにぎりのワイズディナーを味わい、白木神父に「カ
トリック教会の制度について」のお話を拝聴、種々の
定めはそれが最良であるからと。諸報告の中で、佐藤
重良 30 周年記念事業実行委員長より　記念例会 2020
年 11 月 14 日（土）に新 YMCA 会館にて開催、記念
行事として、モミの木植樹、車いす寄贈との提案が有
り承認された。
出席者メン２７名、メネット３名
ゲスト３名　計３３名

　

「カトリックの制度について」　　　
 　　　　　　　　        卓話者　白木信一神父

昨年、ローマ教皇フランシスコが来日され、メディア
がいろいろと取り上げてくれて、キリスト教信者のみ
ならず、多くの方々に興味を持ってもらいました。３
８年前に来日されたヨハネ・パウロ２世教皇が来日さ
れた時は「ローマ法王」となっていたが
今回は「ローマ教皇」となっていた。昨年の外務省の
発表で「ローマ教皇」となったようです。
カトリック中央協議会のホームページで、ローマ教皇
は全世界の約２,５００の教会のトップと書かれてい
ます。２,５００の教会は司教が責任を有する教区と
呼ばれ、日本には１６の教区があります。山梨県は神
奈川県、静岡県、長野県とともに横浜教区に属してい
ます。その教区の中に小教区があり、山梨県では甲府
カトリック教会（その他韮崎カトリック教会、富士吉
田カトリック教会）が小教区になります。
カトリックのヒエラルキーのトップである教皇は選挙
（コンクラーベ）でえらばれます。

れれば、バチカンの煙突から白い煙が出ます。
イエス・キリストは弟子の中から１２人を選び「使徒」
とし、使徒たちが宣教して教会をつくっていきました。
司教は使徒たちの後継者ですが、ローマの司教はペト
ロの後継者ということでローマ教皇となっています。
また、聖職者は独身となっておりますが、神学的に独
身者でなければならないわけではなく良い制度なので
続いていると思われます。
カトリックには地域の組織とは別に修道会がありま
す。修道者は清貧・貞潔・従順の誓いを立て修道会に
属して生活します。修道会は大きく分けて祈りと観想
を中心とした「観想会」と教育、医療、福祉、出版な
ど活動を行う「活動会」があります。修道会はローマ
教皇の許可がなければ作ることができません。代表的
な修道会として、イエズス会やフランシスコ会などが
あります。
    　（抄録作成　赤池メン）

甲府２１ワイズメンズクラブ　寺田 喜長 あずさ部評議会レポート

はじめまして！
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―　第２回あずさ部　西早稲田評議会報告　―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　輿水　順雄
日　時　2020 年 2月 8日（土）13：00 ～
場　所　東京 YMCA山手コミュニティーセンター
101 号室
参加者　荻野、駒田、寺田、小澤、茅野、輿水
　あずさ部 11クラブから 57名が参加して開催され
ました。甲府 21クラブからは荻野会長を含め 6名
が参加しました。2020－2021 年度の部役員、次期
部長推薦、部選出代議員推薦を審議・承認しました。
また、2019－2020年度ＣＳ助成金配分も併せて審議・
承認しました。
　2020－2021 年度部役員には、会長として東京サ
ンライズの御園生好子メン、甲府 21からは会員増強
主査として野々垣健五メンが入りました。次期部会
は東京サンライズがホストクラブとなり、10月 17
日（土）に開催予定となりました。2019－2020 年
度 CS 助成金は甲府 21のベビーカーコンサート、松
本クラブのアジア賞作文コンテスト、富士五湖クラ
ブの障がい者フライングディスク大会、長野クラブ
の台風 19 号被災地支援プログラムに各 5万円が助
成されました。
　会員増強事業主査の甲府 21駒田メンから各クラブ
の会員数・新入会者数の報告があり、2020 年 1月 1
日現在あずさ部 180 名、甲府 21 の会員増が際立っ
ていることが報告されました。赤羽部長を始め多く
の皆さんが甲府 21の会員増を評価していました。そ
うした中で、ショッキングな報告が東京山手クラブ
の浅羽会長からありました。会員の高齢化が進みク

この度、新たに入会させて頂
く事になりました山口了（36
歳）です。荻野現会長には私
が社会人になった時からお世
話になっております。私は昭
和 58年 9月 9日に神奈川県で
生まれました。小学生時代の
約 5年間はアメリカ合衆国カ
リフォルニア州で育ち、中学

生になると同時に山梨県に移りました。帝京医療福
祉専門学校を卒業して 16年、現在はサービス付き高
齢者向け住宅テラスしおべ梨の木にて管理者として
勤務しています。まだまだ経験の浅い若輩者でござ
いますが温故知新の精神で日々邁進してまいります
ので皆様、よろしくお願い致します。

皆さま初めまして、この度、荻
野清会長からご紹介を戴き、甲
府２１ワイズメンズクラブに所
属させていただくことになりま
した。佐藤哲郎と申します。
出身は、旧東山梨郡牧丘町（現
山梨市）の生まれであります。
大工の棟梁と兼業で農家をして
いた父と、専業主婦の母の間に

生まれました。現在父は大工を引退し、巨峰とシャ
インマスカットの専業農家を営んでおります。
私自身は甲府の上町に居を構え、妻と二人で暮らし
ております。仕事は福祉系の仕事に携わらせていた
だいております。現在趣味と胸を張って言えるもの
がありませんので、これから自身の趣味をみつけて
いけたらと思っております。
若干４２歳の若輩者ではありますが、今後ともご指

山口　了　さん

佐藤　哲郎 さん

ラブの運営が難しくなって来たため、今年度をもって
66年の歴史にピリオドを打ち解散することになった
とのことでした。改めて会員増強、若い会員の加入の
重要性を認識しました。
　ユース事業活動報告として、AYC（アジア太平洋地
域）参加報告が甲府 21でも講演した藤井うららさん
からされました。昨年 7月 17 日～ 21 日仙台で開催。
日本 12名、台湾 10 名、その他 3名の 25 名が参加。
「Hear the Earth Rore」( 地球の唸り声を聞こう )をテー
マに環境問題について討論。台湾に比べて日本のリサ
イクル率は低く、改善の余地は大きいと感じたそうで
す。最終的に東日本区のアクションプランとして、目
的＝プラスティックごみ削減、目標＝2年間ペットボ
トルを使わないことを決めたそうです。
　その後、懇親会で各クラブの交流を図りました。

白木神父 薬袋さん

2020 年 2月 4日第１例会

カトリック中央協議会 HPより
ローマ教皇は全カトリック教会に対して最高の統治権を有す
る、というのがカトリック教会の伝統的な教えです。現在全
世界には司教が責任を有する約２５００の教会（教区）があ
ります。司教は自分の任務を助ける司祭（神父）を指名する
ことができます。日本には１６の教区があり、１７人の現役
の司教が働いています。

カトリック教会には、このように地域を単位とする組織のほ
か、修道会組織があります。「父と、子と、聖霊」の三位一
体の神を信じることを宣言し、洗礼によって教会に属するこ
とを選んだ信者は、それぞれの生き方を選ぶことができます。
結婚生活、独身生活、修道生活と、各人が選ぶ生き方は異な
りますが、それはそれぞれの道を歩むように呼びかける神に、
その人なりにこたえることだ、と教会は考えています。
https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/dogma/


