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会員数      ３４名(内広義会員１名) 

例会出席    メン２５名 出席率７４％ 

メネット ２名 ゲスト ２名 

ニコニコＢＯＸ   １０４０６円 

９月のデータ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

日時：2020 年 10 月 13 日(火)18：45～20：45 

会場：ホテル談露館 

担当：会員増強委員会 司会：仙洞田安宏会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

開会点鐘            標 克明会長 

ワイズソング・ワイズの信条     一同 

会長挨拶・ゲスト紹介      標 克明会長 

今月の言葉           小倉恵一会員                      

食前の祈り           小倉恵一会員 

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 

 

諸報告 

ＹＭＣＡバザーについて     露木淳司総主事 

ハッピーバースディ＆アニバーサリー 

甲府ワイズの歌 

閉会点鐘            標 克明会長 

プログラム 

１０月例会 

■今月のことば■  

「草は枯れ、花はしぼむ。されど私たちの神の言葉はとこしえに立つ」 

                     旧約聖書イザヤ書 40 章 8 節    小倉恵一選 

 

 

  甲 府 ク ラ ブ 

2020年 10 月 会報 
●今月のテーマ 

ＥＭＣ/Ｅ・ＹＥＳ 

国際会長主題：価値観、エクステンション、リーダーシップ Jacob Kristensen（デンマーク） 

スローガン：命の川を信じよう 

アジア地域会長主題：変化をもたらそう           David Lua（シンガポール） 

スローガン：奮い立たせよう 

東 日 本 区 理 事 主 題：変化を楽しもう   板村哲也（あずさ部・東京武蔵野多摩クラブ） 

あ ず さ 部 長 主 題：変わるに挑戦！               御園生 好子(東京サンライズクラブ) 

甲府クラブ会長主題：過去を無駄にしないで前進する          標 克明   

◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆ 

会長 標 克明 

秋の気配が段々と感じられるときになりましたが、その気持

ちのいい季節にゆっくり浸っていられる感じがしません。 

例会も感染対策を考えながら徐々に行ってはいるもの

の、会員が一堂に集まっても会話もあまりすることが出来

なくて何かまだしっくりきません。今月は 3 月に予定してい

た会員卓話を宮川真有さんに「夜間中学、山梨の今」とい

う内容でおこなっていただきます。新会員の興味あるお

話、普段私たちの知ることが出来ないことを聞きたいと思

います。 

11月のYMCA関係の大きなイベントのバザーとチャリテ

ィーランですが、委員会を開き協議したところチャリティー

ランは今年中止、バザーは例年行っていた形式ではなく

今年は新YMCAを知っていただくことを一番の目標に、11

月 3 日に行われることになりました。「新しいバザー」形式

を感染対策も十分とりながら考えています。新しい場所、

新しい方法、そして新型ウイルス、甲府クラブでも、皆さん

のお知恵をおかりして考えて、参加協力をしたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 甲府クラブ 70 周年記念事業で記念誌を作成することに

なっています。新型コロナウイルスの影響で、記念例会は

まだ行えない状況ではありますが記念誌は委員長がまと

め、進めていただいています。これはまだ正式決定ではあ

りませんが、例年 12月はクリスマス礼拝で楽しいクリスマス

会を開いています。今年はこのような状況なので 12 月例

会を 70周年記念とクリスマスをお祝いするにしたらどうかと

思っています。そうなるとそこで記念事業をすべて終了し

たいとも思いますが、役員会で協議して皆さんにお知らせ

します。 

 インフルエンザの季節も近いです。 

お体に気をつけてください。 
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９ 月 例 会 報 告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府ワイズメンズクラブ 9月例会は 9月 8日（火）、定例会場のホテル談露館で開催されました。コロナ感染症への対策で、

各机に 1 名ずつが教室形式で着席しました。また各席の間隔も十分に離しました。食事もバイキング形式ではなくて、各自に

お弁当が配られました。 

担当は地域奉仕委員会で、司会は秋山仁博会員が務め、標会長の開会点鐘で例会が開始されました。ワイズソングは BGM

を流し、ワイズの信条は司会の朗読にあわせ各自が黙読しました。 

食事に続いて「甲府市の人口問題」をテーマとして、甲府市企画部 鷹野幸仁 課長から卓話をいただきました。市議会中

の大変お忙しいところにお時間をいただきました。 

日本は世界に類を見ない人口減少・少子高齢化に直面しており、そのスピードも加速する見込みの中で、甲府市の人口の現

状、将来展望、そして甲府市の総合戦略について説明されました。 

甲府市の人口は 1985 年の 208,074 人をピークに減少に転じており、2020 年 9 月１日現在は 187,162 人となっています。

出生数も年々減少傾向、社会減も続いています。特に女性の首都圏への転出が多くなっています。 

将来展望は 2060 年の人口は 120,614 人と想定されています。対策を取った結果として、144,500 人に減少をとどめる目標を

定めています。 

重点的な取組として ①UIJ ターンの促進 ②女性活躍の推進 ③地域産業の振興と雇用の確保 を説明いただきました。 

具体的な施策内容はお時間の制約もあり、お話しいただけませんでしたが、甲府の人口減少ペースを緩やかにするために、

またより魅力的な市であり続けるために、市民一人一人が取り組むことは多いと感じました。             丸茂正樹 

石原祥平会員の米寿の 

お祝いの写真立てと色紙、 

 

大澤英二会員の快気を祈って

の色紙です。 

 

会員みんなからの 

メッセージを添えて・・・ 
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日時 ２０２０年９月２９日(火）午後６時３０分～８時   場所 山梨 YМCA ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ２階 

出席者 標、渡辺、荒川、廣瀬、ピーターＭ、仙洞田、秋山、小倉、丹後 

プログラム 

1、開会あいさつ  標会長 

2、報告事項 

・９月８日（火） ９月例会：談露館 担当：地域奉仕 司会：秋山会員 出席者：メン２５名メネット：２名 講師：２名 総勢２９名。 

講師例会：甲府市企画部 鷹野幸仁課長 「甲府市の人口問題」＊少子高齢化について  

弁当注文のため密に参加の可非を取っているからか、出席者が多いような気がする。 

・９月２４日（木）ＹМＣＡバザー・チャリテイラン実行委員会・ 

チャリティーランは今年中止。バザーは開催する予定、あくまでも竣工のお披露目が第一。飲食はコロナの影響でなし。

敷地内の建物前の駐車スペースにテントを張リ、各クラブが物販等を行う。クーポン券と現金の併用。 

１１月３日（火）当日の午前９時～９時３０分、３階のホールで献堂式をおこなう。（一部の人のみ） 

甲府クラブのメネットお手製のパウンドケーキは人気商品なので今年の販売はどうするか？ 

３、協議事項 

・１０月１３日（火） １０月例会 担当：会員増強 司会：仙洞田会員 

   宮川真有会員による卓話「夜間中学、山梨のいま」 

ソーシャルデイスタンスを保って丸テーブルでやる。 

・１０月１７日（土） あずさ部大会 ホスト：東京サンライズクラブ 

   標、仙洞田会員参加予定。 

・１１月１４日（土） 甲府２１クラブ創立３０周年記念例会 岡島ローヤル会館 １１：００～１４：３０ 

会費４０００円 １０月例会で参加者を募る。 

・１２月８日（火） クリスマス例会  担当：クラブサービス  １２月１５日（火）に日延べする。 

・石原祥平会員からお礼として１万円拝領した。 

９ 月 役 員 会 報 告 

ニコニコ Boxメッセージ 
 

鈴木健司 大変な年になりました。その中で私たちの願いで

あった山梨 YMCA が新しい会館を与えられたことは本当に

うれしいことでした。新しい革袋が与えられました。Y'Sメンが

相応しい試みをこの革袋に入れたいものです。いつもお世

話になるばかりですが、Y'S の一人として祈り微力を尽くした

いと願っています。大澤会員のご健康祈ります。 

遠藤順彦 家内の誕生祝をいただき感謝。 

田草川すみ江 大澤英二さんお大事に！ 回復をお祈りし

ています。お顔を見られず残念です。みんなご一緒にYSの

活動が出来ますように。 

小倉恵一 9 月例会が開催できてよかったです。大澤メンの

回復を祈りします。 

廣瀬静男 季節の変わり目、体調を崩さないよう健康管理に

は十分注意しましょう。 

大澤祥子 主人にかわって例会に出席させていただきまし

た。お見舞いをいただき感謝します。一日も早く元気になり

ワイズの例会に出席できますよう心から祈っています。 

丹後佳代 早くおしゃべりできる環境になりたいですね。 

名前なし こんな時だからみんなで力を合わせよう。 
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標 克明♡恭子(2 日)     廣瀬静男♡昌子(2 日) 

荒川洋一♡宏枝(3 日)     石原基平♡久美(9 日) 

丹後佳代♡和俊(10 日)   鶴田一郎♡美恵子(14 日)   

北条繁寿♡順子(19 日) 

１０月１７日(土) あずさ部大会 高尾の森わくわくビレッジ 

１０月２７日(火) １０月役員会 山梨ＹＭＣＡ 

１１月 ３日(火)  バザー       山梨ＹＭＣＡ 

１１月１０日(火) １１月例会   談露館 

１１月２６日(火) １１月役員会 山梨ＹＭＣＡ 

 

★今月の言葉＝撰者の言葉★ 

10月 1日に故:布能壽英メン（令和 2年 2月 3日召天、(92

歳）の「お別れの会」が、故人が個人事業から育てた DCM く

ろがねや株式会社（東証二部）の主催で行われ、県内外から

多くの財界関係者、YMCA・ワイズ関係者、教会関係者等々

の皆様が献花されていました。 

布能メンの YMCA・ワイズでのご活躍は皆様ご存じの通り（甲

府クラブの 3月ブリテンやアーカイブス収録の「甲府ワイズ物

語」をご参照願います）ですが、当日のビデオ映像や資料で

企業経営者としての一面も垣間見させて頂き、改めてご冥福

をお祈りした次第です。 

今月の言葉は、晩年の布能メンが撰ばれた事のある聖句で

す。「この人間社会に最後まで残るものは教会と YMCAであ

る」と断言されていたキリスト者としてのメンの心情に想いを寄

せて、新たに歩む向上の意を込めて撰ばせて頂きました。 

                     （小倉恵一） 

 

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こう。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。 

ＹＭＣＡ 

たより 

８月入会会員のあいさつ 

８月１１日の例会で、伝統ある甲府 

ワイズメンズクラブに入会させていた 

だきました杉田雄二です。 

厳粛な入会式を行っていただき、

心の引き締まる思いと同時に、これから私に何ができるか、戸

惑いも感じております。 

 私は山梨県庁を定年退職し、今年で１０年になります。今は

職業はなく、娘二人も嫁いだので、妻と二人で甲府の北口で

マンション暮らしの第二の人生を送っています。 

 私の住む北口は駅前広場から夢小路、お納戸のへんまでバ

ラが奇麗に手入れされ、住む者の目を楽しませてくれていると

ても奇麗な街です。このバラの手入れをボランティアで行って

いると知り、私もこの街に住む一人として少しでも協力したいと

思い、昨年から「バラを育てるラ・ロの会」に入会し当番で手入

れ作業に参加しています。この会で、私の紹介者である渡辺

徳之さんと出会い、このバラが甲府ワイズメンズクラブの６０周

年の記念事業として寄贈されたものと聞き、そしてクラブへの

入会のお誘いをいただきました。 

 バラのボタンティアのきっかけで、ワイズメンズクラブを知り、

そしてワイズの信条に共感した運命的な出会いを大切に、こ

れからの人生１００年時代を「矍鑠（かくしゃく）とした渡辺徳之

さん」のように頑張っていきたいと思っています。 

 趣味は音楽とスポーツですが、コロナ禍の今はもっぱら妻と

二人で「甲斐路ウォーキング」を楽しんでいます。 

メン 丹後佳代(2 日) 露木淳司(2 日) 中澤文雄(6 日)  

  大澤英二(14 日) 鶴田一郎(14 日) 済本文雄(27 日) 

メネット 丸茂宣恩(6 日)  小倉香苗(11 日)  

         石原靖子(17 日) 石川てる子(17 日) 

Happy Birthday 

Wedding Anniversary 

 

１２月例会は 

１２月１５日（火）に変更いたします。 

今後の予定 


