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８月のデータ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

日時：2020 年 9 月 8 日(火)18：45～20：15 

会場：ホテル談露館 

担当：地域奉仕委員会 司会：秋山仁博会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 巻 頭 言 ◆◆◆ 

会長 標 克明 

 9 月になりましたが、残暑というかまだまだ夏が続

いているような暑さが続いています。新型コロナウイル

スの影響で、マスクが必要にもなっていますので、暑さ

に拍車がかかり連日熱中症に気を付けてとアナウンスが

流れています。 

今回も新型コロナウイルスの影響で、お弁当例会です。

担当委員会委員長は参加者の把握が大変ですが、お弁当

になり、参加不参加のしっかりした連絡は不可欠です。

この連絡するという習慣は定着してほしいものです。新

しい生活は、こんなことさえも変えなければならないと

いうことになります。いろんなことを「しなければなら

ない」を「して当たり前」に変えて行きたいと思います。 

例会も感染予防には十二分に注意をして、徐々に通常

のものにしていきたいと思います。 

今回は久々の講師例会です。甲府市企画部の鷹野幸仁

課長様に「甲府市の人口問題」と題して、講演をお願い

します。テーブルの並べ方、座り方も担当委員会の提案

で「新しい例会」になると思います。 

11 月にバザーとチャリティーランを予定しています。

YMCA で委員会を開いていますが、これらを開催するか

どうするかの決定を 9 月終わりにします。 

「新しいバザー」「新しいチャリティーラン」になるか・・・ 

 

しっかり協力したいと思いますので、 

皆さんのご協力をお願いします。 

 

   

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 

今月の言葉            石原基平会員                      

食前の祈り 

ワイズディナー 

 

卓話 「甲府市の人口問題」 

＊少子高齢化について 

講師：甲府市企画部 鷹野 幸仁 課長様 

 

ハッピーバースディ＆アニバーサリー 

諸報告 

閉会点鐘             標 克明会長 

プログラム 

９月例会 

■今月のことば■  

「備えよ、常に（Be Prepared）」 

ボーイスカウトの創設者 ベーデンパウエルの言葉  石原基平選 

スカウトのモット 

 田草川すみ江選 

 

 

  甲 府 ク ラ ブ 

2020年 9 月 会報 
●今月のテーマ 

ユース 

会員数      ３４名(内広義会員１名) 

例会出席    メン２１名 出席率６３％ 

メネット ３名 ビジター ５名 

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   
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今後の予定 

第 60 回 YMCAチャリティーバザー、 

第 23 回山梨チャリティーラン 2020 

第一回合同実行委員会報告 
廣瀬 静男 

＜日時＞2020/8/20（木）18：00~19：40  

＜場所＞YMCA 本館 3F 多目的ホール「ベテル」  

＜出席者＞甲府：標、渡辺、廣瀬 

甲府 21：佐藤、野々垣、松村禎、松村豪、 

松村仁、輿水、荻野  

YMCA：露木、関係職員 

 

1.バザーについて 

予定日時：11/3（火）10：00～13：30。新会館のお披露

目を兼ねての開催となるので、今後のコロナの感染状況

が不透明であるが実施する方向で、組織、会場配置案、

内容、駐車場確保等について去年の資料を元に打合せを

行った。甲府クラブはびっくり市、野菜果物販売を屋外

テントで行う予定。駐車場は富士川悠遊館（旧富士川小）、

教会等を候補としている。会場内での飲食は行わず、フ

ランクフルト等の食べ物はテイクアウトを検討。前売り

クーポン券の発行の案も出た。初めての場所、新しい建

物、限られた時間の中、大勢の人のコロナ感染防止対策

を取らなければならない。非常に多くの人手が必要と思

われる。自動検温システムの導入も考える。献品の保管

場所、値付けをいつどこで行うか等も十分な検討が必要。 

 

2.チャイティーランについて  

予定日時：11/28（土）9：00～受付開始、 

小瀬スポーツ公園補助競技場 

全国 YMCA2020 チャリティーラン開催状況まとめ資料に

よると、中止、開催検討中、が大半。バーチャルで検討

中というところもあった。ちびっこの部を 400m トラック

１周、中高生大人の部は従来通りたすきリレーの案も出

された。公園という誰もが入れる会場なのでバザーとは

違ったコロナ対策が必要。バザー、チャリティーランと

もにコロナの状況を踏まえてどういう形で実施するか、

または中止。 

 

延期にするか等々を 9/24（木）の次回合同実行委員会で

最終決定する。 

                          

 

 

日時 ２０２０年８月２５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 

プログラム 

1、開会あいさつ  標会長 

2、報告事項 

・８月１１日（火）納涼例会 場所：談露館   

担当：クラブサービス委員会 

 司会：田草川会員   

出席者：メン２１名 メネット３名 ビジター５名 

総勢２９名。 

御園生あずさ部部長公式訪問。 

杉田新会員の入会式あり。 

食事は３０００円のお弁当。 

今後、しばらくはコロナ禍により食事はお弁当に 

なるため出席人数の把握が重要。 

３、協議事項 

・９月８日（火）９月例会 担当：地域奉仕  

場所：談露館 

 甲府市企画部企画課 鷹野 幸仁課長による卓話 

 「甲府市の人口（少子高齢化）問題」について 

・１０月１３日（火）１０月例会  担当：会員増強 

 宮川真有会員による卓話「夜間中学、山梨のいま」 

YMCA バザーが実施になった場合、バザーの説明・ 

連絡 

・１０月１７日（土）あずさ部部大会  

ホスト：東京サンライズクラブ 

 実施したいが検討中。 

・１１月３日（火） バザー   

９月２４日(木)の実行委員会で開催か否かが 

決まる。 

・１１月２８日（土）チャリティーラン 

９月２４日(木)の実行委員会で開催か否かが決まる。 

・石原祥平会員の米寿のお祝いを９月例会で。 

・大澤会員のお見舞いをどうするか？ 

・９月２９日（火）に９月役員会を変更。 

 

8月 役 員 会 報 告   

９月 ８日(火)  ９月例会   談露館 

９月２４日(木)バザーチャリラン委員会 山梨ＹＭＣＡ 

９月２９日(火)  ９月役員会  山梨ＹＭＣＡ 

１０月１３日(火) １０月例会  談露館 

１０月１７日(土) あずさ部大会  

１０月２７日(火) １０月役員会 山梨ＹＭＣＡ 

メン   山崎善当(1 日)    仙洞田安宏(15 日) 

     鈴木健司(18 日)  

メネット 遠藤充子(4 日)    北条順子(12 日) 

Happy Birthday 
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８ 月 例 会 報 告 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仙洞田安宏 

甲府クラブ 8 月例会は猛暑の続く 8 月 11 日(火)、定例会場であるホテル談露館において開催された。談露館での

例会は本年 1 月以来、実に 7 ヶ月振りの開催である。とは言え、コロナ対策でいつものテーブル 8〜9 人掛けの所を

5 人掛けとし、食事もビュッフェでなく弁当と、対策に気を遣っての開催となった。今月はあずさ部部長の公式訪問、

折しも入会式もあり、久々のワイズらしい例会となった。 

 司会は田草川すみ江会員、標克明会長の点鐘で開会、ワイズソングは BGM のみで各自胸の中で歌い、「ワイズの信

条」も司会者の朗読にあわせ各自黙読した。 

標会長の挨拶の後、杉田雄二さんの入会式が執り行われた。紹介者の渡辺徳之会員、御園生好子あずさ部部長、

野々垣健五あずさ部会員増強事業主査の立ち合いのもと、標会長が式文を読み上げると、杉田さんが「入会します!」

と力強く宣言した。杉田さんは、甲府クラブが 10 年前の 60 周年記念事業として行った、甲府駅北口のバラの植栽

を管理するボランティアグループ「ラ・ロの会」のメンバーで、同じメンバーの渡辺さんとの交流の中から、ワイ

ズに関心を持たれたとのことであった。 

 御園生あずさ部部長の挨拶では、５点について強調された。 

① リモートの活用(コロナ禍でのコミュニケーション)  

②情報の共有(部長通信などを発行) 

③CS活動 

④EMC活動(楽しくなければワイズじゃない) 

⑤部大会へのお誘い(10/17・八王子わくわくビレッジ) 

 また野々垣会員増強事業主査から、去る 7月 28日付けで山梨 YMCAの理事長に就任した旨の挨拶があった。 

大澤英二前理事長が健康上の理由で退任され、自分はピンチヒッターのつもりでいると強調された。 

 ハッピーバースデーを祝した後、田草川会員の食前感謝でワイズディナーへ。例年 8 月は「納涼例会」としてアルコールも

提供されるが、今回は談露館特製の弁当にソフトドリンク飲み放題、心無しか各テーブルでの歓談は控えめに感じられた。い

つもは卓話などのプログラムがあるが、今回はそれも省き、短時間で終えることにし、来月の元気な再会を約して散会した。 

出席メン21名、メネット3 名:大澤・小倉・武田、ビジター5名:御園生好子・小山久恵(あずさ部書記)・江原修一(同会計)・小山

憲彦(以上東京サンライズ)・野々垣健五(甲府 21) 
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ＹＭＣＡ 

たより 

理事長交代 

山梨 YMCA総主事 露木淳司 

大澤英二氏が最初に山梨 YMCAに奉職し

たのは 1952 年、18 才の時のことのようです。甲府ワイズの草

創期とハイ Y活動が全盛期を迎えようとしている時期と一致し

ます。戦後の混乱がようやく落ち着いてきた頃でしょうか。高

校生時代に仕えていた第二代堀部孝三総主事が病に倒れ、

主事職のいない中、卒業まだ間もない若き大澤氏が YMCA

活動を支えていたというのです。その後、三代目の高橋侃総

主事が赴任し、5 年間の東京での研修に入ります。そして

1961年に復帰後、やがて総主事に就任し、1994年に引退す

るまで、実に 33年間の長きにわたって、職員として YMCA運

動に励み、念願の会館建設も成し遂げられました。定年後は

名誉主事となられ、理事、常議員、2015 年 10 月からは理事

長として、文字通り生涯にわたって寸分漏らさずに YMCA に

尽くされています。さらに教会一致懇、県民会議、キリスト者

九条の会、ボーイスカウト甲府 5 団、ギデオン協会、ボランテ

ィア協会など、山梨の様々な団体や組織の立ち上げ、維持

運営に積極的かつ献身的にかかわられました。私は「YMCA

のことは大澤さんに聞けば何でもわかる」、と全国的に見ても

稀にみる貴重な生き字引的存在として今も頼りにしています。

その大先生の後を任されていることに、身が引き締まる思い

であると同時に誇りに思います。 

そんな大澤氏から辞任願いをいただいたのは、昨年２月 

のことでした。理事たちは何とか会館が建つまではと説得し、

耳の不調に嘆く理事長に無理を言って留まっていただいて

いました。そして今年５月には旧会館において最後となる創

立記念早天祈祷会を開催し、いつもの元気な大澤節を聞か

せていただきました。そして会館は完成しました。ところが、7

月に体調が悪化、８月には入院。コロナのせいでお見舞いも

ままならない状態が続いています。秋には延期になっている

竣工感謝式を「大澤さんの誕生日（10 月 14 日）にするから、

それまでは」との提案もありました。が、これ以上無理はさせら

れないとの意見が大勢を占め、ついに理事長交代の決断を

余儀なくされたのです。 

後任の理事長は甲府21ワイズの野々垣健五氏です。氏は

将来計画検討委員長として、この 5 年間、用地の確保、業者

の選定、資金繰り、旧館の解体・・・、すべての面において山

梨 YMCA を導いていただきました。新会館建設の立役者で

あります。現在の YMCAの強みも弱みもすべて掌握されてい

ます。そして大澤氏からのたっての希望でもあり、7月 27日の

理事会で正式に推挙が確定しました。大澤氏時代と同様に、

野々垣新理事長の陣頭指揮のもとに、YMCA とワイズメンズ

クラブが一丸となって、地域のために、明日の山梨のために

尽くす所存です。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる

次第であります。 

 

 

大澤理事長、ありがとうございました。 

長い間お疲れ様です。 

 

野々垣新理事長、 

何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

2020-2021 年度臨時代議員会について 

標 克明 

2020-2021年度臨時代議員会が郵送によって行われます。 

議案は３議案で、 

①2019-2020 年度東日本区決算報告および会計監査報告

承認の件。 

②2020-2021 年度東日本区会計修正予算案承認の件。③

東日本区次々期候補者承認の件。 

これは、はがきで承認投票をすることになっていますが、今

回は ZOOM を使って説明会がありました。 

8 月 29 日（土）午後 6 時 45分から各議案提案者から説明が

あり、質問も受け付けました。 

③の候補者は、甲府 21 クラブの佐藤重良さんで、甲府 21 ク

ラブ輿水会長からもよろしくお願いしますとお話がありました。 

参加人数 41名 

はがきによる投票締め切りは 9月 6日になります。 

 

★今月の言葉について★ 
 

先月お亡くなりになられました

元ワイズの渋江信俊さんの 

ご冥福をお祈りいたします。 

渋江さんと私の出会いは YMCA

青少年育成活動の一つ、ボーイス

カウト甲府第５団です。当時渋江さ

んはボーイ隊の隊長であり、私た

ち(北条さん)を優しく厳しく鍛えて

下さいました。 

私にとって渋江さんと言えばボーイスカウト、ボーイスカウト

と言えば「備えよ、常に！」、ということで、防災月間の９月の   

言葉は「備えよ、常に（Be Prepared）」にさせて頂きました。 

(石原基平) 

 

 

 

 

 


