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2020 年 10 月会報

 会長挨拶　
　　甲府２１ワイズメンズクラブ  会長　輿水　順雄

日時 2020 年 10 月 6 日（火）19:00~
会場 山梨 YMCAグローバルコミュニテ－センター
    司会　    佐藤重良メン
１、開会点鐘　　　　　　　　　　　輿水順雄会長
２、ワイズソング、ワイズの信条　　　　一同
３、今月の聖句、一言　　　　　　　後藤哲夫メン
４、会員スピーチ　　　　　　　　　功刀　弘メン
５、会長挨拶　　　　　　　　　　　輿水順雄会長
６、ゲスト、ビジター紹介
７、会員卓話　　　　　　　　　　　鎌田　巌メン
８、ハツピーバースデー
９、諸報告
1０、YMCAの歌　　　　　　　　　  　　一同
１1、閉会点鐘　　　　　　　　　　 輿水順雄会長

　実りの秋がやって来ました。通常であれば、収穫
を喜ぶ祭りやイベントが毎週のように行われる爽や
かな季節です。しかし、コロナウィルスは収束の気
配を見せていません。ウィズコロナの生活を、色々
な対策をする中で楽しみを見出しましょう。
9月 24 日に行われたバザー・チャリティーランの
実行委員会で、開催の可否を含めて話し合いが行わ
れました。チャリティーランは中止となり、バザー
はコロナ対策をしっかりとする中で開催することに
なりました。チャリティーラン中止の大きな理由は、
代走が確保できないことです。例年、協賛企業の代
走が多く、スポーツ少年団・大学生にお願いしてい
ましたがコロナの影響で今年は厳しいようです。バ
ザーは新しくなった山梨 YMCAを知ってもらう絶
好の機会です。コロナ対策で、バザーはテントで行
い、検温・人数制限を行い、飲食は難しいことを考
慮して、売上にこだわらずに開催することになりま
した。詳細はこれからになりますが、会員の皆さん
のご協力をお願いします。
先月の例会で、鈴木美穂子さん、萩原三鈴さんが新
たな会員として加わり、クラブの雰囲気も華やかに
なり現在 41 名の会員となりました。宮岡宏実 EM
C委員長は、多くのゲストを例会に誘い、会員増につ
なげています。11 月の設立 30 周年記念例会で
は、来賓にも祝福してもらいながら盛大に入会式を
行う予定です。
設立 30 周年記念誌のスローガンが決まりました。
「奉仕、絆、柔和」です。わがクラブの活動内容を
端的に表しています。このスローガンのもと設立
30 周年を盛り上げ、次の 30 年につなげていきま
しょう。

〈今月の聖句〉

甲府２１ワイズメンズクラブ
２０２０年１０月例会プログラム

2020 秋　バザーはやります
　　　　　　　　　　　　　　　山梨 YMCA総主事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　露木　淳司
　バザーの季節がやってきました。今年は新装オー
プンしたピカピカの会館で、第 60 回目の還暦バザ
　ーとして、盛大に盛り上がろうと思っていました。
ところがどっこい予想外に長引く新型コロナウィル
ス禍の中での開催となり、飲食コーナーはなし、屋
外テントのみで室内店舗はなし、制約だらけの窮屈
なイベントとなりました。開催の是非が議論されま
した。不特定多数の人を入れて、クラスターが発生
したらどうするんだ。飲食のないバザーでどうやっ
てくつろいでもらうんだ。
　開催の決め手は病の床にある大澤英二前理事長の
存在でした。バザーの開店前に延期されていた竣工
式を開催。そこで今日まで YMCAを導いてくれた　
大澤さんにご挨拶を願おう。ご来場が困難な場合は
リモートでステージの大画面上からお顔を拝見させ
ていただこう。そしてバザーに来られる方には、新
しい会館が何をする場所なのか、その事業内容、施
設環境をじっくり見ていただこう。オープンして早
6カ月。いまだにそのお披露目の時を持つことが叶
いません。そのためにもバザーは絶好の機会になる
だろう、ということで決行することとなりました。
もう時間があまりありませんが、皆様、献品のご協
力をよろしくお願い申し上げます。
　今回のバザーの販売はすべて屋外、会館内では竣
工式のみ実施し、その後、各事業内容を紹介する展示、
ガイド付き見学ツアーの実施、相談コーナーの設置
といったことを予定しています。もちろん感染予防
対策を万全にすることは言うまでもありません。若
干縮小しての開催となりますが、ぜひ皆さま、マス
クをしてご参加いただきますようお願い申し上げま
す。
ちなみにチャリティーランは協賛団体や代走ラン
ナーの募集が困難ということで、中止とさせていた
だきました。
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《10 月の誕生者》
敬称略

佐藤重良　10 月 12 日
荻野　清　10 月 19 日
米長晴信　10 月 21 日
作田あずさ 10 月 23 日

佐藤玲子
（佐藤哲也夫人） 10 月 2日
松村仁子　　　 10 月 5日
野々垣悦子　　 10 月 5日

9月出席率　　　会員数　　  41 名
　　例会出席者数 30 名　其の他行事　   3 名
　　計　　　　　　　　  33 名
　　出席率　             33÷41= 80％

ＹＭＣＡ便り
「日々の日常に感謝」　　　　　　淺川貴明
会員の皆様こんにちは。
甲府 21 ワイズメンズクラブの淺川です。
先日後藤哲夫メンより「淺川さんペンリレー書
いてください。持ち回りですのでお願い致しま
す。」と御連絡を頂きました。正直戸惑いはあ
りましたが、「了承しました、書いてみます」
と返事をさせて頂きました。
　しかし数日がたち一体何を書いていいのか分
からず取り敢えず過去のブリテンを見ていると
私の甲府 21 ワイズメンズ入会への御誘いをし
て頂いた佐藤重良さんの所に目が留まりまし
た。10 年程前からお付き合いをさせて頂きま
して、公私ともに仲良くさせて頂いていますが、
2017 年当時佐藤さんがワイズで懸命に活動し
ていたことは知っていましたが、まさか会長職
で御活躍されているとは知りませんでした。     
   チャリティーラン、ベビーカーコンサート、
バザー、子供たちと野菜作り、その他色々と素
晴らしい事業や例会、それらを実現させるため
の入念な会議。そんな忙しい中、仕事では打ち
合わせから始まり図面を作成したり、時には現
場で一緒に汗水流して作業したり。当時「寝る
暇がないよ」と笑顔で語っていたことがとても
印象に残っています。
　自分に厳しく人にやさしく、まさにそんな言
葉が似あう芯の通った方だと改めて感じさせて
頂きました。そんな心の熱い方たちが 30 年築
き上げてきた甲府 21 ワイズメンズクラブです
が、私も微量ながらお力添えをしていきたいな
と少し胸が熱くなりました。新型コロナウイル
スにより思うような活動が出来ない状況が、今
年、もしかしたら来年も続いてしまうかもしれ
ませんが、ピンチをチャンスに変え皆で乗り越
えて行きたいと思います。

少し自分の趣
味を紹介いた
します。
ということで
仕事の合間を
みて本日ここ
熱海は網代漁
港にオニカサ
ゴを釣りにき
ております。
年に数回しか
釣船に乗れま
せんので非常に緊張しております。
結果は・・・。
お目当てのオニカサゴは小さいの 2匹しか釣れ
ず（すみません、写真撮り忘れました）残念な
結果になってしまいました。
また次回リベンジしたいと思いますので、それ
らを糧に仕事も頑張って行きたいと思います。

何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。   そうすれば、これらのものはみな加えて与えら
れる。　〈マタイによる福音書６章３３節〉　　 　　　　　　　　　　　　　　　後藤　哲夫選

１０月１日現在のバザー会場配置図です。①～⑳のテントを
張ります。販売はすべて「外」での展開です。
緑：甲府２１　赤：甲府クラブ　黄色：富士五湖クラブ。

EMC/E、YES
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9 月第 1例会レポート
甲府２１ワイズメンズクラブ　寺田　喜長

日時　2020年9月15日（火）19:00～
会場　山梨YMCAｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
*司会　寺田メン、＊聖句一言　駒田メン、
＊会員スピーチ　小野メン
本来ですと９月例会はぶどう棚下納涼例会ですが県
外ゲストをお迎えできない状況ですので通常例会と
しました。入会式を迎えられるお二人の新会員に加
え、７名のゲストをお迎えしYMCA会場で輿水会長の
点鐘にて開会。今月の聖句は駒田メンがコレヘトの
言葉９章１０節「何によらず手をつけたことは熱心
にするがよい」を選句、神から与えられた「こと」
を感謝して対応していきましょうと。
小野興子メンの会員スピーチは、YMCAへの関わりの
始めが「ブドウの木」開設、今回の新館YM会館
での高齢者施設「オリーブの木」で人生晩秋に差し
掛かっている方々が最後まで普通の生活を送れる施
設運営を実施し利用者の家族からの感謝を頂いてい
るとスピーチ。会長は、コロナウイルス感染下では
あるが感染対策を施しながら集まる例会方式を続け
会員相互のコミュニケーションを図りたい。野々垣
メンがYMCA理事長の就任を機会に今まで以上に
YMCAサポートを強め理事長を応援しましょう。佐藤
重良メンが次次期東日本区理事に決定、クラブ総力
を挙げ支えていきたいので会員皆さんの協力を頂き
たいと挨拶。７名のゲストを紹介し、入会されるよ
う要請。入会式は宮岡メンの司会にて、鈴木美穂子
さん、萩原三鈴さんの入会を、紹介者の小野興子メ
ン、宮岡メン、野々垣健五あずさ部EMC事業主査、
輿水会長立ち合い、御園生あずさ部長からのお祝い
の挨拶状を野々垣事業主査が代読し執り行われまし
た。入会されましたお二人の今後の活躍を期待いた
します。

【諸報告】　　
＊30周年記念事業委員会より記念誌標語候補が提示
され駒田メン提案の「奉仕、絆、柔和」が採用され
た。
＊第24回東日本区大会ホスト活動について荻野実行
委員長より10月3日の湘南、沖縄部部大会に参加しア
ピールをすると報告。
＊10月17日のあずさ部部大会出席者数確認。交通手
段は追って連絡。
＊IBCについて米長メンよりオーストラリアのクラブ
と交渉中の報告。
＊飯田BF委員長より古切手収集依頼と切り取り余白
確保願いと傷切手サンプル表の配布。
＊YMCA行事の案内　
　9月24日バザー委員会　18:00~
   9月25、26日、会館竣工と理事長交代の  
    DM発送作業協力依頼
夕食のない中、長時間ご苦労様でした。弁当、飲み
物をテイクアウトにて閉会。

封入作戦　甲府２１も１３名協力

本日（9月 25 日）封入作業に参加してくだ
さった皆様本当にありがとうございました。
おかげさまで本日中に 2日分の作業が完了
してしまいました。今回のDMは全国のワ
イズメンと YMCAに山梨 YMCA会館竣工
と理事長交代のお知らせをするものでした。
約 2400 通もの封書に 6点の文書を封入す
る作業でした。
ご参加くださいました方々は、
相川泰代様、荻野清様、荻野優子様、小倉
恵一様、小倉香苗様、輿水順雄様、佐藤重
良様、寺田喜長様、野々垣健五様、野々垣
悦子様、松村禎夫様、松村豪夫様、松村仁
子様、松本公夫様、山縣譲治様、山口了様、
他職員９名　全 25 名　　
本当にありがとうございました。

山梨ＹＭＣＡ総主事よりＤＭを発送するのでお
手伝いをお願いできませんか、のひと言に、我
ら甲府２１ワイズメンズクラブも応援に駆けつ
けました。９月25日金曜日。午前１０時～午後
３時まで、甲府２１ワイズ・メネット１３名を
含む２５名が参集。総数２４００通ものダイレ
クトメールの封入作業に向かいました。ＹＭＣ
Ａのひとつの作業に、一同団結して協力する中
に、ＹＭＣＡとワイズがしっかりと手を握って
いるという意識を痛感。輿水会長以下甲府２１
ワイズメンズクラブの大車輪の働きもあって、
作業は２日間の予定をなんと１日で終了！素晴
らしい１日を終えることができました。　　　
　　　　　　　　　　　　　　  （編集子）

山梨ＹＭＣＡ露木総主事からのお礼状
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第60回バザー開催に向けて

　                      
コロナ禍の中ですが、伝統の山梨YMCAバザーを
開催する方向で、８月から二回の実行委員会で
検討してきました。感染者が一人でも出たら大
変という危機感の中、先日の24日の委員会で、
出席した委員全員の合意により、収益はともか
く、新会館のお披露目を兼ねて、予定通り11月3
日に実施することに決まりました。
具体的には、以下の方針で進めることになりま
した。
①感染対策は、YMCAスタッフをはじめ、これに
関わるワイズメンが中心になって、入場から退
場まで、検温、消毒や三密を避ける十分な対策
を行う。
②飲食コーナーは無くし、びっくり市も含め
て、バザー関係はすべて屋外で実施する。
③例年用意した食事券は止めて、新たに2000円
のクーポン券を関係者に購入していただく。
④YMCAが行っている各種プログラムは館内にPR
コーナーを設けて、各コーナーを見学して理解
していただけるよう配慮する。
ついては、甲府21ワイズメン・メネットの皆さ
んにはこれまで以上のご協力をお願いいたしま
す。すでにバザーに向けて、境川の沼田さんの
畑で、佐藤ＣＳ委員長が中心になって「キラキ
ラ」の子供たちと大根、白菜、ネギなどを育て
ています。　
なお、昨今のコロナ感染が山梨に於いても看過
できない際には、適切な対処を行います。

バザー実行委員長　松村禎夫

１１月の予定

10 月の予定

EMC/E とは、Extension(新クラブ設立推進)、
Membership(会員増強)、Conservation(維持啓
発)の中で、今月は特に E を強調しています。合 わ
せて、YES とは Y’s Extension Support のことで、
新クラブ設立を資金面で支援します(10 万円が支援
されます)。さらに、今期から Change! 2022 プロ
ジェクトからも 10 万円（スポンサークラブと新ク
ラブに各 5 万円）が支援されます。新クラブ設立
は、準備に携わるワイズの方々によ
る情熱と奉仕に支えられます。それは多くの労力
と時間が伴います。準備会会場費、資料印等々、
出費もかさみます。東日本区として、この「情熱
と奉仕」に敬意を表し、できるだけの応援をさせ
ていただきます。

強調月間「EMC/E、YES」について
会員増強事業主任 伊藤幾夫

東日本区理事通信より

＊Ｐ４にバザー会場配置図があります


