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日時：2020 年 3 月 24 日(火)18：45～  

会場：山梨ＹＭＣＡ大ホール 

担当：会員増強委員会  

司会：仙洞田安宏会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

暑い夏を元気に過ごしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆ 
会長 標 克明 

いつもならこの季節は、心がなんとなくウキウキして、

楽しくなる予感がするのですが、今年は違います。甲府

クラブでの心の支えになっていただいていた布能壽英さ

んが 2月 3日天に召されました。例会に出席されると全

員と握手され、お元気ですかと笑顔で語りかける姿を思

い出します。1月 19 日に亡くなられた石川博さんと続け

て 2 人のなくてはならない会員をなくしました。そして

新型コロナウイルスです。山梨県では２名の感染者が出

ていますが、増えてもおかしくない状況です。小中高校

の休校、多くの人が集まる施設の閉鎖、ワイズメンの活

動も各種活動の中止、延期の決断もされているようです。 

甲府クラブ 70 周年例会も準備が進みつつあるところ

です。東京、長野、IBC、DBC クラブから多くのワイズメ

ンに参加していただこうと思っていますが公共機関を使

っての移動になりますので、新型コロナウイルスの終息

が見えない今、どうするか悩むところです。三月中には

決定して、皆様にお知らせしようと思っています。 

このように 3 月に入って滅入る感じですが、春を予感

することもあります。2 月例会で甲府クラブ新会員の入

会式を赤羽あずさ部長に立ち会っていただき行いました。

宮川真有（みやがわ まゆ）さんです。ワイズメンズ活動

に新風を吹き込んでくれそうな予感がします。またもう

一人、ワイズの活動に理解をしてくださる会員候補の方

が、例会に参加してくださいました。 

5 月には YMCA 新館完成、甲府クラブ 70 周年と明るい

話題が多々あります。下を向いてばかりいないで、上を

見て進みたいと思います。 

3 月、弥生の言葉は「他人の働きを大切にする人

は、他人の協力を得られる人です」これは甲府ク

ラブ会長選考にも関係する言葉かなと思っています。 

  

 

会員数  ３４名(内広義会員１名) 

例会出席 ２３名  メン ２０名 メネット １名 

ゲスト   ２名      出席率  ６１％ 

２月のデータ 

 

  甲 府 ク ラ ブ 

2020年 3 月 会報 
●今月の強調目標 

ＢＦ・メネット 

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 

次期会長選考報告         標 克明会長 

今月のことば           丸茂正樹会員 

食前の感謝           

ワイズディナー 

会員卓話 

「夜間中学、山梨の今」       宮川真有会員 

 

70 周年準備協議               標 克明会長 

ハッピー・バースデー・アニバーサリー 

諸報告 

ＹＭＣＡ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■  

 

私は私ではない私。公のために奮闘する私だ。 

 李登輝（台湾の元総統）丸茂正樹 選 

 

新型コロナウイルスの 

影響により 

３月例会は 

中止と致します。 
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根津宏次♡恵美(13 日)   仙洞田安宏♡克子(27 日) 

2 月   例会報告 
 ピーター・マウントフォード 

梅が咲いて、2月 11 日に甲府ワイズの TOF 例会は例年

通りに山梨 YMCAにて開催されました。今回、入会の予定

はありましたが、今年中に山梨 YMCAは新会館に移り、こ

の会館では甲府ワイズの最後の集いでしたので、喜びと

懐かしさ、感謝とお別れ、複雑な気持ちが浮かびました。

加えて、新年例会以降、二人の会員が天に召されて、テ

ーブルの上に花と故石川博さんと故布能壽英さんの顔写

真が出席者を迎えましたので、悲しい気持ちが皆の心に

広がりました。 

会長挨拶で標会長はゲスト赤羽あずさ部部長、故石川

ワイズの妻、石川順子さんと、娘の石川楠緒子さん、そ

れに杉田雄二さん（ラ・ロの会）を紹介して歓迎して、

故石川ワイズと故布能ワイズの想い出を振り返りました。

そして、石川順子さんと石川楠緒子さんは壇上でお話を

しました。挨拶が終わると標会長は石川家からのお香典

のお返しに御礼をしました。次に赤羽あずさ部部長は挨

拶して、今回の例会の複雑なきもちを述べました。 

次に宮川真有さんの入会式が行われました。ホールの

電灯を半分消して、ロウソクの光に標会長は入会式文を

読み上げて、宮川さんは「入会します」としっかり宣言

しました。その後、紹介者、石原基平ワイズから宮川さ

んをユーモアたっぷりに紹介されました。そして宮川さ

んから元気な自己紹介をいただいて、大きな拍手で皆さ

んは宮川さんのワイズ入会を歓迎しました。 

ここで地域奉仕秋山委員長は早退する前に年間プルタ

ブ等の収集実績を発表しました。そして、ワイズディナ

ーの前に今月の言葉が紹介されて、食前感謝が読まれま

した。TOF 例会で、おむすび二つと丹後ワイズが作った

豚汁が出されて、一同一斉に「豚汁がうまい」と評価し

ました。TOF 例会でご馳走が出て、少し違和感があるか

もしれませんが、とにかく丹後さんありがとうございま

した！ 

ワイズディナーが済んでから５分間の最近の活動プ

レゼンテーションが行われました。スクリーンに活動風

景が映され、参加者は「お正月で遊ぼう」、EMC シムポ

ジアムとあずさ部評議会を紹介しました。その後、甲府

クラブ 70 周年部会に分けて、各部会は 5月 9日の 70 周

年祝例会と同日のあずさ部評議会の準備状況を討論して、

最後に各部会長は現状報告をしました。 

諸報告で標会長はプルタブ・エコキャップ収集運動の

今期限りでの終了を知らせて、期待を高めながら次期会

長の発表を 3 月例会に延期しました。そして、赤羽あず

さ部部長は次期あずさ部部長、御園生好子さん（東京サ

ンライズ）を発表しました。2 月の誕生日とアニバーサ

リーの発表と誕生日プレセント贈呈が行なわれた後、皆

はハッピー・バースディーと甲府ワイズの歌を歌って、

閉会点鐘で標会長は例会を終えました。 

 

 

 

 

メネット 鶴田美恵子(18 日)   

４月１４日(火)  ４月役員会   山梨ＹＭＣＡ 

５月１２日(火) ５月例会    談露館 

５月２６日(火) ５月役員会    山梨ＹＭＣＡ 

６月 ６日(土) 東日本区大会  帯広 

６月 ９日(火)  ６月例会       談露館 

Happy Birthday 

Wedding Anniversary 
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Change!2022シンポジウムに参加して 
 

 

日時  2019 年 2 月 25 日（火）午後 6 時 30 分～8 時 

場所  山梨 YМCA 2 階 

出席者 標、渡辺、荒川、廣瀬、ピーターM、仙洞田  

秋山 丹後  

プログラム 

1、開会あいさつ  標会長 

2、報告事項 

・2 月 8 日（土） あずさ部第２回西早稲田評議会 

東京山手 YМCA センター1 階 出席者:標、荒川、廣瀬    

今季限りで東京山手クラブ解散。 

 2020 年 2 月現在あずさ部会員数 26 名増との事。 

・2 月 11 日（火） TＯＦ例会 

山梨ＹМＣＡセンター大ホール          

出席者:メン 20 名（宮川真有さん含む） 

ゲスト:赤羽あずさ部部長、杉田さん（渡辺徳之友人） 

大沢祥子メネット、故石川博氏妻と娘。         

入会式もあり、70 周年の話も進んだ。 

丹後さんお手製の豚汁も美味しかった。  

3 月ブリテンに詳しく。 

・2 月 2 日（日） 

ピーターＭ、済本さんラ・ロの会のバラの剪定協力。 

・2 月 9 日（日）  

ピーターＭ、渡辺さんラ・ロの会の土の入れ替え協力。 

3、協議事項 

今後の例会,イベントはコロナウイルスの広がり方に 

よっては延期あるいは中止もあり得る。 

・3 月 10 日（火）3 月例会 担当：会員増強  

配席 70 周年部会別                   

会員卓話  宮川真有さん「夜間中学、山梨のいま」 

・4 月 14 日（火） 4 月例会 担当：地域奉仕   

市役所年度末の為、卓話予定者の決定待ち。 

・70 周年記念例会について 

繰り返しになるが、今後、コロナウイルスの広がり方 

によっては記念例会の延期もありうる。 

和歌山クラブの接待は富士山方面を検討中。 

台南クラブは例会出席も不可の可能性もある。 

山梨ＹМＣＡ新会館への献品は露木総主事と相談中。 

3 月役員会で記念例会の開催か否かを決める。 

・来年度会長・役員について 

3 月例会で標会長より提案がある模様。 

4、閉会あいさつ  標会長 

                   荒川洋一   

 

 

仙洞田安宏 

2 月 1 日(土)、東京 YMCA社会体育・保育専門学校におい

て、2022 年をゴールとする会員増強運動である

Change!2022 プロジェクトのイベントとして企画された

Change!2022 シンポジウムが開催されました。参加者は約

100名、甲府クラブからは標会長と仙洞田が参加しました。 

 シンポジウムの内容は、 

1.フェイスブック等の活用実践 

2. Change!2022 アクションプラン 4 項目の提唱 

3. 「16名が 36 名へ、会員倍増の実践」  

4. 新クラブ(千葉ウェストクラブ)設立の動向 

5.グループディスカッション 

というものでした。 

1.のフェイスブック等の活用実践は、現在東日本区の 32

クラブがフェイスブックページを開設しており、昨年暮れ

から広告を始めたそうです。3.の「16名が 36 名へ、会員

倍増の実践」では、甲府 21クラブの野々垣健五さんが、近

年の甲府 21 の会員増強の実例を説明されました。グループ

ディスカッションでは、アクションプランの 4項目につい

て、9 名前後のグループで話し合いが行われました。 

アクションプランは以下の 4 項目です。 

1.地域に根ざしたワイズ独自の魅力ある CS活動 

2. Facebook などの SNSを活用してのワイズの外向きの情

報発信 

3. 各種会合のキリスト教の儀式を見直し、全ての人が入り

やすいクラブ運営、違和感のないプログラム、入りたくな

るワイズを！ 

4. 5名以上の新クラブの奨励、奉仕・社交・研鑽・居場所・

ステータスなどを満たせるクラブ。若い人を引き付けるプ

ログラム。 

 現在新クラブ設立活動中ですが、このシンポジウムに参

加して大いに勇気づけられました。 

 

 ２月 役 員 会 報 告   
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第二回あずさ部 西早稲田評議会に出席して ＹＭＣＡ

たより 
廣瀬静男 

2020 年 2 月 8 日（土）、会場は高田馬場駅に近い東京

YMCA 山手コミュニティーセンター、出席者は標、荒川、

廣瀬の 3名。13：00赤羽あずさ部長の開会点鐘で始まり、

ワイズソング、ワイズの信条に続き聖書朗読、祈祷は小

畑担当主事。引き続き評議会、議決権者 52名中 45名出

席、司会は金井書記、初めの赤羽部長の挨拶では去年の

台風 19号による災害被災地への東日本区、各クラブの支

援に対しての感謝の言葉、期初 171 名の会員数が 1 月 1

日現在 180名になった、2月 1日の東日本区 Change！2022

シンポジウムのこと等の報告がありました。議案審議で

は次年度次期部役員の承認等 4 つの議案が承認されまし

た。部長よりこれまでの活動報告、東日本区役員会の報

告がありました。各事業主査の活動報告に続いて、各ク

ラブ会長の報告。甲府クラブの標会長は甲府クラブにと

ってクラブの宝でもある布能壽英会員、石川博会員のお

二人が急逝されたこと、2 月に入会式を予定しているこ

と、山梨 YMCA 新会館が完成すること、70 周年記念例会

のこと等の報告をしました。最後に山梨県立大学国際政

策学部総合政策科 2年の藤井うららさんの 7 月に行われ

た国際ワイズメンズクラブアジア太平洋地域大会での

AYC（アジア地域ユースコンボケーション）への参加報告

がありました。内容はプラスチックゴミの削減を目的と

する「今日からできる環境問題へのワンアクション」に

ついてでした。全員で記念撮影後、次期あずさ部長の御

園生好子さんの乾杯で懇親会が始まりました。お茶とお

菓子で歓談、和やかで、楽しいひと時でした。アピール

タイムでは甲府クラブは 5月 9 日（土）の甲府クラブ創

立 70 周年記念例会のアピールをしました。全員であずさ

の道を歌い、17 時に閉会となりました。本評議会ホスト

クラブの東京たんぽぽクラブは会員数 7 名の小さなクラ

ブですが非常にチームワークがよく、全員が役目をしっ

かりと果たしていると感じました。 

将来の栄光に備えるために 

必要な試練 
                                  

露木淳司 

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－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。 
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