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会員数      ３３名(内広義会員１名) 

例会出席    メン２２名 出席率６７％ 

メネット・パートナー 3名  

ゲスト ６名 

  (牧師家族４名、石川健さん、大澤祥子さん) 

ニコニコＢＯＸ    ６５３３円 

 

12月のデータ 

 

１月２６日(火)    １月役員会       山梨ＹＭＣＡ 

２月 ９日(火)    ２月例会         山梨ＹＭＣＡ 

２月１３日(土)第２回あずさ部評議会 未定 

２月２３日(火)  ２月役員会    山梨ＹＭＣＡ 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

日時：2021 年 1 月 12 日(火)  18：45～20：30 

会場：ホテル談露館 

担当：役員会      司会：渡辺徳之会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年例会 

  甲 府 ク ラ ブ 

2021年 1 月 会報 
●今月のテーマ 

IBC・DBC 

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 

 新年明けましておめでとうございます。 

 昨年はCOVID-19の影響で多くの事業の変更をせざるを得ない

状況でしたが、なんとか甲府クラブ 70 周年も一つのくぎりをつける

ことが出来ました。 

 今年は毎年行っている甲府 21 クラブとの 1 月合同例会は、

COVID-19 の影響で中止となりましたが、甲府クラブ単独で新年

例会をすることになりました。これは新年最初の例会ですので短

時間でも、距離をとってでも顔をあわせたいという気持ちと、入会

式もあるからです。 

入会者は鈴木健司会員の紹介で、石川 健さんです。詳しいご

紹介は後ほどになりますが、甲府クラブ会員のお知り合いも多く、

迷いなく入会を決意していただきました。ご活躍を期待します。  

２０２１年甲府クラブは期待のもてるスタートですが、１月の大き

なイベント、甲府北口での「お正月を遊ぼう」は中止。元気な子供

たちとの楽しい時間もなくなりました。 

今後の行事は、東日本区、あずさ部そしてクラブ内でも計画変更

をしなくてはならないかもしれません。新しい年、新しい生活が始

まりますが、「新しいクラブ活動」を皆さんで考えて行動していきた

いと思います。 

 

COVID-19はまだまだこれから注意が必要です。 

ますます寒くなりますので気を引き締めて、 

お体に気を付けてお過ごしください。 

今後の予定 

■今月のことば■ 

「もっとも強いものが、あるいは最も知的なものが、生き残るわけではない。 

もっとも環境の変化に対応できたものだけが生き残る。」 

チャールズ・ダーウィン   丹後佳代選 

   

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 

入会式（石川 健さん）  進行 仙洞田安宏会員                      

ハッピーバースディ＆アニバーサリー 

諸報告 

ワイズディナー 

閉会点鐘            標 克明会長 

プログラム 



甲府ワイズメンズクラブ 
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クリスマス例会報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府ワイズメンズクラブ 12 月クリスマス例会は 3 週目の 12 月

15日（火）、定例会場のホテル談露館で開催されました。 

昨年までのクリスマス例会とは違う例会をすることになってしま

った今年ですが、第１部の礼拝は計画した通りに、例会が始まる

前に談露館の例会会場で午後 6時から始まりました。 

「あなたも救われる」と題して、甲府教会齊藤真行牧師に説教

をしていただきました。クリスマスという日には天の神様が降りて

こられ皆とともにお祝いをするとお話をしていただき、例会で甲

府クラブ 70 周年をお祝いする今夜、甲府クラブ会員で天に召さ

れた石川、布能、大澤さんも一緒に見守ってくれるかなと思いな

がらお話を聞きました。 

田草川すみ江さんの司会で前奏から始まり、賛美歌、献金、

祝祷とつつがなく終わり、落ち着いた気持ちで、例会に臨めまし

た。                            （標 克明） 

第２部の例会は礼拝からみんなで椅子を移動させ、今回も丸

テーブルにゆったりと 5～6 名で座るようにし、コロナ感染症対策

をしっかりして行われました。例会は荒川会員の司会で会長によ

る開会点鐘でスタート。会長あいさつ、ゲスト紹介。今回のゲスト

は牧師家族４名、入会予定の石川健さん、大澤祥子さん、小倉

メネット、標メネット、宮川パートナーが紹介されました。 

その後、大澤英二ワイズを偲ぶ会として、甲府２１クラブの野々

垣ワイズがこの日のために大急ぎで制作してくれた DVD をみん

なで見ました。DVD を見ながら大澤ワイズを思い出しながら泣い

てしまいました。 

その後は食前の祈りを甲府教会の斎藤牧師にお願いし、乾杯

の音頭を小倉会員の掛け声でグラスをつけることなく行いまし

た。 ワイズディナーはクリスマス例会ということでコース料理を優

雅に味わいました。 

ディナー終了後、標会長より７０周年記念事業報告、各賞表

彰が行われました。 

諸報告、ハッピーバースディ＆アニバーサリーをお祝いし、甲

府ワイズの歌を１番だけ聞き、標会長の閉会点鐘で終わりまし

た。                             （丹後佳代） 

１２月ニコニコ Boxメッセージ 

鈴木健司 クリスマス例会に出席できて感謝しています。

斉藤先生よいおはなしをありがとうございました。神様は

私たちのすぐ近くにいて見ていて下さる方であることをい

つも覚えて Y‘S 活動を続けていきたいと思います。よい

年をお祈りします。 

金丸さぶろう 大澤先生、ボーイスカウト以来45年間ご指

導をいただき本当にありがとうございました。家族ともども

心より感謝もうしあげます。 

丹後佳代 寂しく、不思議な年もやっと終り。 

2021年は良い年になると願っています。 

日時 ２０２０年１２月２２日（火）午後６時３０分～８時 

場所 山梨ＹМＣＡグローバルコミュニティセンター内 

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 

・１２月１５日（火） クリスマス（７０周年記念）例会  ：談露館 

          出席者：メン２２名  

メネット・パートナー１名  

          齋藤牧師ファミリー４名  

ゲスト２名の３１名 

ＹМＣＡ国際協力募金：１５２２２円（礼拝にて） 

ニコニコボックス６５３３円   

コロナ禍、クリスマス、７０周年記念、大澤英二会員追悼な

どおそらく今後、２度とないであろう記念例会だった。 

３、協議事項 

・１月お正月を遊ぼう ：甲府駅北口よっちゃばれ広場 

コロナ禍のため中止。 

・１月１２日（火） 1月新年例会  

通常は甲府 21 クラブと共催だが、 

今回は、コロナ禍の為、甲府クラブ単独開催。 

司会：渡辺徳之会員。食前の感謝、お祈りは丹後会員。

石川建氏入会式。 

立会人は、鈴木、田草川、小倉会員。 

入会式司会は仙洞田会員。 

・ブリテンの今月の言葉の担当変更で１月丹後会員 

２月ピーターＭ会員、３月丸茂会員、４月渡辺徳之会員、

５月廣瀬静男会員、６月秋山会員に変更。 

・2月 9日（火） Ｔ０Ｆ例会 ：山梨ＹМＣＡ会館３階  

担当：国際・交流委員会 

使用済み切手、書き損じはがき、年賀切手の回収。 

コロナ禍のＴ０Ｆ例会の為、おにぎりと飲み物。 

・２月１３日（土）第２回あずさ部評議会ホスト：富士五湖クラブ  

開催か否か検討中。 

・次期クラブ会長選考について 

１月２６日（火）の役員会の時に標会長の考えるメンバーに

集まってもらいその場で決める。 

・次期あずさ部事業主査について 

標会長が受ける予定。 

 

１2 月 役 員 会 報 告 

メン     中島達人(3 日)     田草川すみ江(25 日)  

メネット  石原久美(18 日)   

Happy Birthday 
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【２０２０年１月１３日(土)お正月を遊ぼうの様子】 

 

 

 

 

 

 

 

YMCA野の花保育園  

園児絶賛募集中 

 

山梨 YMCA 総主事 露木淳司 

 

マタイによる福音書の 6 章に「野の花がどのように育つの

か、注意してみなさい。」というくだりがあります。栄華を極め

て着飾る王様より可憐な野の花の方が美しい、という意味

のようです。「明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神は

このように装ってくださる」と続き、人はみなそれぞれ持って

生まれた姿かたち、人格があり、一人ひとりが素晴らしい個

性であり、神さまに祝福されています。ありのままの自分を

愛し、個性豊かに自信をもって生きていこう、というメッセー

ジとして受け止めたいと思います。 

どんなに気に入った服を手に入れても、いつしか飽きが

来て、違うものを求めるようになります。でも、野の花は「今

日は赤だったけど明日はピンクがいいな」とは言いません。

赤だった自分が赤じゃなくなれば、もはや自分というものは

どこに行ってしまうのでしょう。2020 年の春完成した YMCA

の保育園は、こうした思いを込めて「野の花保育園」と名付

けました。多様な個性という服を着た幼な児たちが、YMCA

という野原の中で、高齢者や外国の人、障がいのある人と、

ごく自然に日常的に触れ合い、のびのび、いきいきと育っ

ていく姿をイメージしてつけた名前です。実はこの野の花の

聖句は、1948 年賀川豊彦氏が山梨に来た際に YMCA に

残していってくれた書に記されて、今も新しく建った YMCA

の会館の正面玄関に掲げられています。 

ただいま 0,1,2 歳の園児、絶賛募集中です。親戚、ご近

所、お知り合いの方で、対象になる方はいらっしゃいません

か。甲府市外の方でも大歓迎です。60 年の歴史を積み重

ねたつぼみグループの保育理念をそのまま受け継いだ

YMCA ならではの保育施設です。ぜひともご紹介いただけ

れば幸いです。 

 

ＹＭＣＡ 

たより 

「お正月を遊ぼう」中止について 

渡辺徳之 

 毎年、1月の上旬に開催されていた「お正月を遊ぼう」 

の行事は、本年度は新型コロナウイルスの蔓延の為中止と 

なりました。 

この事業は、北口まちづくり委員会が、10年程前の平成23

年（2011）から、北口のよっちゃばれ広場を始め藤村記念館、

県立図書館で開催されており、今年度 1０回目を迎える予定

でありましたが残念ながら新型コロナウイルスの為中止となり

ました。 

 このお祭りは、お正月に子供達に昔の遊びを体験させ楽し

い思い出を、との願いから、竹馬・めんこ・竹トンボ・大根鉄

砲・羽根つき・紙ヒコーキ等を各種の団体がコーナーを設け

ており、甲府ワイズメンズクラブは紙ヒコーキの担当でありまし

た。 

 お正月の楽しい行事が残念ながら中止となりましたが来年

度は新型コロナウイルスが終息し、北口広場が子供達の笑顔

と歓声に包まれ、盛大に開催出来ます事を願っています。 

 

★今月の言葉について★ 

  

今月の言葉に選ばせていただいたのは、皆さんよ

くご存じの進化論で有名なダーウィンの言葉です。 

今までにない未知のウイルスによって、世の中の

いわゆる「普通」が普通ではなくなってきました。 

仕事のやり方、人との接し方、生活環境まで、あり

とあらゆることがとても短い期間に変化しました。 

 きっと元に戻るだろうと言う方もいます。しか

し、戻らないことのほうが多いと思います。 

 この言葉にもあるように、私たちもこの変化した

時代の流れに沿って、生きていくことが必要とされ

ているように思います。 

丹後佳代 


