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2020 年 8月会報
地域奉仕事業 (ＣＳ)
ＹＭＣＡサービス
・パートナーシップ

■国際会長主題：“VALUES,　EXTENSION and LEADERSHIP” Jacob Kristensen（デンマーク）　      
　スローガン　“TRUST IN THE RIVER OF LIFE”
■アジア太平洋地域会長主題：“Make a Difference” David Lua（シンガポール）
　スローガン　“INSPIRE”
■東日本区理事主題：　変化を楽しもう！ “Let's enjoy Changes” . 板村哲也（東京武蔵野多摩）
　副題　　助け合い、分かち合い Let's help and share each other.
■あずさ部長主題：変わるに挑戦！ Challenge to Change．御園生好子（東京サンライズ）
■甲府 21クラブ主題：『それぞれのプラス１を』  　輿水順雄

 会長挨拶　
甲府２１ワイズメンズクラブ　会長　輿水　順雄

　社会は新しい日常
を模索する中で、J
リーグ、プロ野球、
大相撲、ゴルフなど
プロスポーツが再開
しました。検温、連
絡先確認、三密にな
らないための色々な
制限がありながら
も、スポーツイベン

トの開催は多くの人々に「希望」をもたらしたと思い
ます。ヴァンフォーレ甲府の選手も、試合のできる喜
びをかみしめています。しかし、コロナウイルスの感
染拡大は大都市を中心に第 2波が押し寄せた感があ
り、経済活動に黄信号が灯り行先の不透明感が増して
います。ワイズの活動も中止・延期が相次いでいます。
本日も育精福祉センター納涼会でしたが、感染予防の
ため内部の皆さんだけでの実施となりました。秋には
新しい「山梨ＹＭＣＡグローバルコミュニティセン
ター」でのバザー、チャリティーラン、クラブ設立３
０周年など大きな行事が控えています。コロナウイル
ス感染拡大が沈静化して、これらの行事が実施できる
ことを願うばかりです。
　このような状況の中での新年度でありますが、嬉し
いことがあります。7月のキックオフ例会の水越正高
さんの入会です。30歳の若い力が加わり、大きく平
均年齢を下げてくれました。新年度、幸先の良いスター
トとなりました。また、先日の第二例会に麗しき女性
2名のゲストに参加していただきました。萩原三鈴さ
ん（宮岡宏実メン紹介）、鈴木美穂子さん（小野興子
メン紹介）です。入会前提で参加していただいたよう
です。会員の皆様は積極的に交流をお願いします。先
日「会員募集チラシ」のデータをメールしましたが、
活用していただきゲストとして知人・友人をお誘いく
ださい。よろしくお願いします。

日時 2020 年 8月 4日 ( 火 )  19:00~

会場 山梨 YMCAグローバルコミュニティセンター
    司会  後藤哲夫メン
1、開会点鐘       輿水順雄会長
2、ワイスソング、ワイズの信条   一同
3、今月の聖句と一言    清藤城宏メン
4、会員スピーチ       小澤智之メン
5、会長挨拶      輿水順雄会長
6、ゲスト、ビジター紹介      輿水順雄会長
7、ハッピーバースデー
8、会員卓話       水越正高メン
9、諸報告
10、YMCAの歌       一同
11、閉会点鐘           輿水順雄会長

見よ。わたしは新しい事をする。今、もうそれが起ころうとしている。
あなたがたは、それを知らないのか。確かに、わたしは荒野に道を、荒地に川を設ける。
イザヤ書４３章１９節　　　　　　　　　      　【選者　　清藤　城宏】

〈今月の聖句〉

甲府２１ワイズメンズクラブ
２０２０年 8月例会プログラム

甲州弁について一考
　先日、横浜在住の高校時代の友人が、故郷の石和温泉で大学サ
ークルのOB会で帰郷し、翌日に我が家へ訪ねて来た。宿泊の温
泉ホテルでお土産を購入し、その際甲州弁が記してある包装紙に
興味を持ったようであり、甲州弁（山梨弁）について他愛も無く
「あーだ　こーだ」とお互い持論を論じあい、昔話に花が咲いた。
　そのようなところから、甲州弁がわれわれの生活にどれだけ溶
け込んでいるのか計り知れないことに気づき、早速リサーチをお
こなったところ、甲府市の情報戦略室から甲州弁情報をゲット。
以下、情報内容である。
（よく使う甲州弁ランキング）
1位　～じゃん　2位　えらい　3位　～し　4位　～ずら　5位
　～ちょし　6位　いいやよお　7位　～け　（10位　ほうけ）
（好きな甲州弁ランキング）
1位　いいさよお　2位　～じゃん　3位　～ずら　4位　ちょび
ちょび　5位　てつ　6位　えらい　7位　～ちょし
（10位　こぴっと　17位　よっちゃばる　19位　ジャッシー）
（甲州弁イメージランキング）
1位　面白い　2位　こわい　3位　ブサイク　4位　ダサい　
5位　かっこ悪い　6位　可愛い　7位　かっこ良い
（甲州弁は好き・嫌い？）
好き（65％）　どちらでもない（32％）　嫌い（3％）
情報元：甲府市情報戦略室情報発信課広報係
　われわれ山梨に在住の多くは、甲州弁が生活の中に自然と溶け
込み、普段の会話の中に無意識に出てくる言葉で、生活の一部で
ある。他方、故郷を離れている者にとっては、自分と故郷とを繋
いでくれる大切な言葉であると思える。
　今回の友人との会話では、緊張感が無くなり無意識のうちに自
然体の甲州弁が出てきたお互いに気づき大笑い。横浜と甲府の距
離は近いものの、それ以上に言葉の郷愁的距離感は近いことに気
づいた日であった。
　ここで、甲州弁一覧表を雑駁に作成して見ました。ご参考にし
てください。

荻野　清

YMCAだより
18日間になった夏休み

山梨YMCA総主事　露木淳司
みんなが楽しみにしている夏休み。旅行や里帰りな
ど、家族でお出かけできる夏休み。子供たちにとっ
て夏休みは一年間で一番ワクワクするときのはずで
す。そして、その中でキャンプや、わいわい地球塾
など、YMCAならではの夏休みプログラムを待ち望
んでくれていた子供たちが、多いときは毎年 300 人
位いました。ところが、今年の夏休みは平均して 18
日間しかありません。コロナのせいで、4、5月休ん
だ分が奪われてしまったのです。梅雨明け直後の数
日間と、お盆が開けたあとの併せて約 2週間、子供
たちは真夏の炎天下学校に行かなければなりません。
大人にはあまり影響はないのかもしれませんが、子
供にとっては大問題です。子供たちを迎えるリーダー
となる学生も然りです。大学はさらに 8月中旬まで
授業があるところが多く、ほとんどあてにできなく
なりました。
　そんな状況なので、今年は夏の募集も控えて、戸
惑いながら 7つのプログラムを企画しました。いつ
もなら学校にチラシを配布したりするのですが、そ
れも自粛して、過去に参加してくれた子供たちだけ
に手紙でお知らせしました。おそらく今年の野外活
動は壊滅だろうと期待ができない雰囲気でした。す
るとどうしたことでしょう。手紙が届くや否や電話
が鳴り出し、どのプログラムも予約でどんどんいっ
ぱいになり始めました。いつにない反応の早さです。
子供たちは待っていてくれたのです。子供たちだけ
でなく、我が子の喜ぶ顔を見たい親御さんたちも同
じでした。これは嬉しかったです。
　ちなみに今年の目玉はツリーハウス作りです。4
日シリーズで、半分はハウスづくり、半分は日替わ
りアウトドアプログラムとなっています。中にはブ
ラジル人やベトナム人のゲストが加わるものもあり
ます。
　皆さんからの期待に応えるべく、コロナストレス
のはけ口としていただけるような楽しくてたまらな
い「YMCAの夏」を提供したいと、今、スタッフ一
同準備を進めています。

8月　AUGUST　2020年（令和2年）

《8月の誕生者》

敬称略
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いいさよー



日時：2020 年 8月 4日（火）　2020 年７月第二例会報告
日　時　2020 年 7月 21 日（火）18：30~
会　場　山梨YMCA多目的ホールべテル
出席者　会員２３名、ゲスト２名

■ゲスト紹介　　 萩原三鈴さん（宮岡メン紹介）
   鈴木美穂子さん（小野メン紹介）
　※ご両人とも入会を前提に出席されました。
■議題
Ⅰ今年度の例会について ( コロナウイルス対応必要期間中）
　＊第一例会について‥‥ワイズディナーは無しにし出来
　るだけ短時間にて行う。
　＊会員卓話、ゲスト卓話について‥‥会員卓話は会長私
　案の８月水越メン、10月鎌田メン、2月作田メン、４月
　依田メンにてお願いする。ゲスト卓話（３、５月）EMC
　委員会にて選考する。
　＊ぶどう棚納涼例会について‥‥他クラブのゲストは今
　年はお見えに成らないと予想される。クラブ内にて懇親
　を行う。日程・場所は役員会にて検討し８月例会にて会
　員に諮る。
　＊第二例会について‥‥今までは会員相互の親睦を食事
　をしながら行ったが現状、飲食を伴う懇親会開催は難し
　いので当面ＹＭＣＡにて開催、様子を見ながら懇親の場
　も設けたい。
　＊第二例会の内容について‥‥委員会単位のミーティン
　グの時間を設けて、委員会活動推進を図る。創立 30周
　年記念プロジェクト、第２４回東日本区準備プロジェク
　トの推進状況確認の場とする。

Ⅱ 創立３０周年記念プロジェクトについて
     佐藤実行委員長
○「私とワイズメン」と題する記念誌への投稿未だの会員
は投稿願います。
○記念誌用写真の 2010 年～ 2015 年間のクラブ活動の写
真が有りましたら御貸し下さい。資料集めは 8月中旬まで
に終了予定。

Ⅲ 第２４回東日本区大会準備プロジェクトについて
     　荻野実行委員長
○東日本区実行委員会（新年度第１回）をリモ―トにて７
月２８日に行う。内容は組織図、業務分担等（配布されま
した資料にて各位確認。欠席会員はクラブレターケースに
個人別に配布して有ります。）東日本区の部大会へのァピ
－ルは開催する部大会には出席し宣伝する。西日本区はリ
モート会議を利用させていただければ効率的かつ、経済的
と東日本区委員会に提案してみる。ＺＯＯＭ、ＳＮＳ、メー
ル等利用を。

Ⅳ  YMCAバザー、チャリティランへの対応について
　ＣＳ委員会を中心に早めの対応をする。特に１１月には
　３０周記念事業も予定されている。　　
 　３日（火）　バザー、
 １４日（土）　３０周年、
　 ２８日（土）　チャリティラン
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7 月キックオフ例会レポート

日　時　2020 年 7月７日 18:30~
会　場　湯村常盤ホテル富士の間
司会　駒田メン、奏楽　荻野メネット
聖句　茅野メン、スピーチ　小澤公メン
広い会場にて三密にならぬ様新型コロナウイルス対
応にて開催。恒例ではあずさ部長公式訪問を頂く年
度初めの例会ですが、県をまたぐ移動自粛にて出席
を断念されました。
第一部　甲府２１クラブ総会
荻野会長の最後の開会点鐘に続きワイズソング斉
唱、茅野メンの今月の聖句朗読、小澤公メンのスピー
チ、会長挨拶と恒例の例会セレモニーを行い、続い
て総会を開催、荻野議長の進行にて議題の事業報告、
決算報告、佐藤監事の監査報告、新年度役員案の提
案がなされすべて承認となり、輿水新会長が誕生、
会長挨拶後、新議長により事業計画案、予算案が提
案、審議され全て承認され総会終了。
次に宮岡 EMC委員長の司会にて水越正高さんの入
会式を荻野、野々垣メンが立会い、キャンドルの明
かりの中、輿水会長の入会式文の決意表明確認に水
越さんが力強く応えられ入会されました。続いて創
設３０周年記念事業として新館YMCA３Fホールの
バトン設置に協賛し大澤理事長に会長より目録を贈
呈、理事長よりお礼の挨拶を頂き第一部を終了、休
憩をはさみ懇親会を赤根メン司会にて進行、新会長
の開会挨拶、小野メンによる食前感謝の祈祷、米長
副会長の乾杯は静かに杯を挙げ、普段と違いソー
シャルディスタンスとかで隙間風が吹き抜けるよう
な風通しの良い条件での親睦会へ。言い換えれば纏
りのない新しい形態の懇親会を経験、ゲストにお招
きしたＹＭＣＡスタッフに元気を頂き、輿水新年度

の門出を祝福する会
を閉じました。
お忙しい中ご出席頂
きましたゲストの皆
様有り難うございま
した。
【出席 メン３４名、  
　メネット７名
　ゲスト５名】

甲府２１ワイズメンズクラブ　寺田　喜長

《7月例会出席者》
例会出席      34 名     
その他     　　1名、合計 35名　　　35÷39=90％

円 円 円
円 円 円
円 円 円 荻野清さん、荻野優子さん　1年間有り難うございました。

輿水さん、よろしくです！ 長崎出身、福田さん (YMCA)

《第２例会報告》 Ⅴ　諸報告

　＊あずさ部リモート会議にて、前期区費をと、ユースボ
　ランティアフォーラム負担金免除との報告あり。クラブ
　では通常に会費徴収させて頂き３０周年事業等の事業費
　とさせていただく。尚、前期会費を８月に徴収、引き落
　し致します。
　＊フクロウキャンプ、育精センター納涼会への協力は今
　年度は中止となりました。

寺田　喜長　書記

2020年山梨YMCAの夏休みプログラム
１．わいわい地球塾、対象：幼児・小学生　

①「ニジマスつり」7/24 ○会場：富士宮市杵塚養鱒場。
②～⑤「ツリーハウス・プロジェクト (4 回シリーズ )」
○会場：八ヶ岳伝道所
  8/3「カレーオリエンテーリング」8/4「ピザ窯でピザを焼く」
  8/5「ディスカバーブラジル」8/6「ディスカバーベトナム」
 ＊毎回、午前中は地球塾、午後はツリーハウス作り。
⑥「アメリカキャンプ村であそぼう」8/11 奥多摩のキャンプ場
  でフィールドアスレチック、バーベキュー、川遊び。
⑦「プチシャワークライミング」8/12　○白州町大武川で天然水
　を浴びる。
※フクロウキャンプは 8月 6～ 7日、八ヶ岳少年自然の家にて
成人のみ定員 10名で実施。（コロナ予防とリーダー不足のため）
●お問合せは山梨ＹＭＣＡ「わいわい地球塾まで 055-235-8543

今日から私も甲府２１ワイズメンズクラブメンバー

［写真ご協力　藤原さん・野々垣（和）さん・山口さん］

この夏ＹＭＣＡ一押しプログラム


