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■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

 　　　　　山梨ＹＭＣＡ総主事　露木　淳司

どこへ行くにもマスク、手指の消毒、人込みや遠出は
避けて・・・。ガマンガマンの 2020 年度も残りわず
かです。そんなコロナ禍の中でしたが、新会館を与え
られ、どの部屋も明るく、バリアフリーで、冬でも快
適な空調で・・・。仕事場としても教育現場としても、
そしてくつろぎの場としても、恵まれた環境の中で一
年間過ごさせていただきました。心より感謝していま
す。今YMCAでは新年度に向けて事業計画や予算を
立案しています。はてさて 2021 年度もこの状態は続
くのでしょうか？　私たちはどのように準備したらよ
いのでしょうか？実はこの 4月に迎える年度は
YMCAにとって記念すべき 75周年になります。現在
の状況が収束するかどうかの読めない中、最悪も予想
しなければいけませんが、準備するからには、こんな
状況だからこそ敢えてポジティブに、希望をもって、
75周年にふさわしい一年を作っていきたいと思いま
す。そして、まだYMCAを知らない子供たちやお年
寄りが、一人でも多く仲間に加わっていただけるよう
働きかけていきます。
皆様、75年目のYMCAの活動にご支援ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。

1月・2月号ブリテン会長挨拶

　　　甲府２１ワイズメンズクラブ会長　　輿水順雄

　コロナ禍の中で、山梨学院高校のサッカー日本一は
山梨に元気を与えてくれました。強豪相手に知恵を絞
り懸命に戦い、ぎりぎりの所で勝ち進んでいく姿には
感動しました。ヴァンフォーレ甲府も、今年は皆様に
明るいニュースが届けられるよう、現在トレーニング
に励んでいます。スポーツ、音楽、芸術は人の心を豊
かにし、元気にする力があります。私たちが関わるチャ
リティーラン、フライングディスク大会、ベビーカー
コンサートなどが果たす役割は大きいものがあると思
います。コロナが収束してこうした活動が早期にでき
ることを願うばかりです。
　ここの所、ブドウ棚下例会、クリスマス例会、新年
合同例会が中止となり、6月に予定されている東日本
区大会の開催も心配な状況です。荻野実行委員長を中
心に着々と準備は進んでおり、開催の可否は 1月末
に判断されることになっています。コロナの収束のた
めには、老若男女を問わず全ての国民が「何としても
コロナを収束させる」と言う強い気持ちを持って行動
することが大切だと思います。
　2月第 1例会は、コロナ感染拡大中ですが何とか開
催したいとの思いから、Zoomを使っての例会となり
ます。役員などは山梨YMCAでのリアルでの参加と
なります。初めての試みになりますので、スムーズに
いかない所もあるかとは思いますが、皆様のご理解・
ご協力をお願いします。
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ＹＭＣＡ便り

【2月ハイブリッド例会】

　　日　時　2021年 2月 2日（火）　　18：30～
　　会　場　山梨YMCA２F会議室、会員自宅等
　　司会進行　輿水会長
　　１. 開会点鐘　
　　２. 会長挨拶
　　３. 1 月、2月誕生月者紹介
　　４. 会員近況報告
　　５. 諸報告
　　　　＊次期役員候補について・・米長次期会長
　　　　＊次期あずさ部地域奉仕事業主査について
 　・・荻野メンを推薦
　　　　＊第 24回東日本区大会準備状況報告
 　‥荻野実行委員長　
　　　　＊その他役員一同
　＊大澤祥子さんより葬儀、お別れの会謝礼（2万円）　
　　を頂きました。

《1月の誕生者》

《2月の誕生者》

小澤公紀　　1日　　　　　
萩原三鈴　　2日
鈴木美穂子　26 日

山縣譲二　　6日 荻野優子　　4日
鎌田千里　　9日
饗場雅子　　10 日

清藤和子　　11 日
山口　茜　　15 日

敬称略

敬称略

〈今月の聖句〉
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ペンリレー

互いに忍び合い、責めるべきことがあっても赦し合いなさい。
主があなた方を赦してくださったように、あなたがたも同じようにしなさい。
コロサイの信徒への手紙　3 章 13 節    　　　選者　小野 興子

第 99回全国高校サッカー選手権は 11日、さいたま市の埼玉
スタジアムで決勝が行われ、山梨学院が 11大会ぶり 2度目
の優勝を果たした。青森山田との対戦は延長でも 2―2と決
着がつかず、PK戦を 4―2で制した。

＊１２月出席率　休会

①④

きんのペン、ぎんのペン、どうのペン

コロナ禍対策の国会中継を聴きながら、また責任の擦り
合いかと、少々がっかり。しかし、国会ばかりではない。
何か自分にとって不都合が生じると悪いのは自分ではな
く他人である。そう考えてしまう自らをも振り返る。同
時にこの聖句が自らを戒める。また、そんな時、常に思
い起こすことがある。パリ同時多発テロで妻を亡くした
仏人の若き父親がテロリストに向けて発した次の言葉で
ある。「君たちに私の憎しみという贈り物はあげない」　
　
                                                           小野　興子
　　

〈今月の聖句〉

 

ＴＯＦ（TimeOf Fast）
YMCAは飢餓に苦しむ世界の多くの人々を援助してきま
した。ワイズでは例会の食事を１回分抜いて、その分を献
金しています。　2月の強調月間は、TOF=Time of Fast
　「断食の時」です。今年は 2月 17 日から 4月 3日まで
がレント（受難節）にあたります。キリストが荒野で４０
日間断食と試みを経験されたこと、十字架への苦難の道を
歩まれたことを覚える時です。イースター ( 復活祭 ) は４
月４日です。暗いトンネルの先には春の光が待っているの
です。

P4　に選者のひと言あります
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コロナ感染の終息が見えない中、ここ数年
で倍増した広い世代の会員と共に、新会館
を持てたYMCAのサポートをいかに充実
させるかを考えていきたいと思っています。
　　    　松村　禎夫

『２０２１年の抱負』
ワイズメンズクラブの皆様　明けまして
今年も宜しくお願い致します。
旧年は、ワイズのメンバーに加えて頂き
私にとっても新しい繋がりと出会いに溢
れた 1年となりました。若輩者ゆえに力
不足の事も多いですが、丑年だけに
「もう」一歩前に歩きだせるような進歩の
年にしたいと考えております。
歩みは遅いかもしれませんが、どうぞ温
かくお見守りください　　　　　水越正高

精神科医としての歩みの 55年、クリニックと
して独立して 30年、合わせてワイズメンズ
に加えられて 30年の想いを集大成したくて
頑張っています。「山梨YMCA会館が完成し、
その赤いシンボルが毎朝夕目に入ります、いや
力を与えられたくて毎日見てしまいます。
一寸先は闇という世の中で、このような毎日が
起こるとは数ヶ月前まで予想もしていなかった
ことです。予想外のことが起こることを、如何
に力に変えていくかが問われている咋今でしょ
う。」　　　　平安　　　　　　　功刀　弘

2021年抱負　　　
丑の如くユックリ噛み締めながら新環境を
模索、不透明の中 のぞみ有り。
 　　　　　　　　　　　　　寺田喜長

「今年は決断の年になりそうです。
上よりの知恵と周囲の声を謙虚に聴きつつ
力まずに進みたいと願います。」
　　　　　　　　　　　　　　　古屋 　秀樹

目の前から諸々の希望が失いかけてしまった
昨年でしたが、唯一明るい光を感じたのが、
「絆」です。
今年は、逆境の中でいただいた「絆」を深め
広げて行ける年になるよう、日々精進してい
きたいと思います。                      小俣  寛

2021 年の抱負　副会長　米長晴信

今年は何と言ってもコロナ社会の中で如何に生
き残っていくのか、を突き詰めていきたいと思
います。自分自身はもちろん、ワイズメンズク
ラブ、地域社会も含めて限られた環境のなか
で最大限の結果を出せるように知恵を出し、
実践していきます。

2021年抱負
環境問題への貢献。まずは藤井うららさん
提唱の「ペットボトルを使わない」
の実践と普及。  　　　　輿水順雄

今年は「無事之名馬」を目標に、穏やかに
過ごしたいと思います。
 　　　　　　　　　　　　小澤　公紀

2021年丑年の抱負
新しい年は、明るい穏やかな年を願いつつ、
東日本区甲府大会などのイベントへのチャ
レンジをおこないたい。そこで、成功への
鍵として “臥薪嘗胆” の精神を貫き、その
達成を目指し “創意工夫” の新しい手段を
試したい。そのためには、仲間たちと
“一致団結” する中、“切磋琢磨” して共に
向上し合い、目的を達成したい。
　　　　　　　　　　　　　　　荻野　清

昨年の創立３０周年記念を無事に終え、新し
い３０年の一歩を踏み出します。初心に返り
２０２１年、さらなる力を出し切りましょう。　　　
   　　　　　松村　豪夫

『どんな仕事・活動をしたいかより
どんな自分になりたいか
2021は考えて行きたい』
 　　　　　　　　　　　　廣瀬　健 

心と体を整え、平穏に、柔軟に、そして笑顔
で一年を送りたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　  　　作田　あずさ

今年の抱負
「まだ先の見えないコロナ禍、あせらずにゆっ
くり、この一年をゆっくり過ごそう！」
    　　薬袋　勝

「今の現社会をしっかり受け止め…今だからこ
そ超前向きに…仲良しの大切な人達と…もっと
ガッチリ繋がり…誰の手も離さず…毎日笑顔が
絶えない…そんな先頭を切れるような頑張り過
ぎない年にします！」
　　　　　　　　　　　　　　　宮岡　宏実

② ③

2021 の新年の抱負　　　　奈良田和也

コロナに罹らぬよう、不要不急ではない行動を
頑張りたいと思います。

2021年抱負
しばらく休んでいたウォーキングと筋ト
レを実行したい。社会の弱い立場の人が
尊重されますように。周囲をよく見て
判断し、しかし、ゆったりどっしりと
歩みたい。　　　　　　　　後藤　哲夫

コロナを逆風に成長、挑戦できる一年に！
　　　　　　　　　山梨YMCA　露木魁人

『2021年の抱負』
多くの変化が求められる時ですが、泰然自若
を目指して日々を過ごしていきたいです。
 　　　　　　　　　　　　　　山口　了

私の抱負　　２０２１年 1月　　　佐藤重良
自分に何ができるかを考え　1日 1日を過ごし
てゆく。今年は 80歳になります。
多くの皆様の　ご支援いただきながら
ワイズ活動も・仕事も・日常生活も牛歩のごと
く進む。

2021年の抱負　　
コロナ感染が止まず、それに負けず前向
きに生きる覚悟です。東日本区大会に
甲府 21のパワーを結集して臨みたい。
　　　　　　　　　　　　　　　清藤　城宏

「牛飲馬食を控えてダイエットに心掛け生活習
慣にも健康にも気をつけていきたいです。」　　
　　　　　　　　　　　　　　　山本　俊一

「私はコミュニケーション力を磨くことを今年の
抱負にします。お客様や売場などと緊密にコミ
ュニケーションを取り、会社の売上アップに
貢献します。何卒よろしくお願いいたします。」
        　小澤　智之

今年の抱負　　　　　　　　　　野々垣　健五

先ずは自身の健康保持。自身で数える年齢は
「実年齢－（ﾏｲﾅｽ）20才」で、マスクと手洗いを
しつこく。そして、この 1年、まだコロナ禍の
中を動きます。
東京に週 3回、或いは京都、大阪、茨城、鎌倉
へと。山梨ＹＭＣＡのコロナ禍の修正運営に全
集中し、又、東日本区 佐藤理事体制の支援にも。
まだ先になりますが、11月には故・大澤英二 
一周忌の記念式を、又、山梨ＹＭＣＡ75周年
式典を！！
体の動く時、やれる時にやりましょう。

昨年、一つの締めくくりとしてこれまでの仕事、
「４８年間の矯正歯科診療」を卓話として発表
しましたがことしも健康に注意して続けていき
たいと思います。クラブの活動も今までのよう
に体が思うようになりませんが出来る限り協力
していきたいとおもいます。  　　鎌田　　巖

2021年抱負
いまだ収束のきざしが見えないコロナ禍にあっ
て様々考えさせられます。真に大切なことは何
か、私達にとり最も必要なことは何かに新ため
て気付かされます。ＹＭＣＡの存在が益々期待
されるでしょう。私も後期高齢者の仲間入りを
しましたが、できることは何でもしよう、と
思っています。 　　　　鈴木　美穂子

昨年も色々とお世話になりいい経験になりま
した。今年もよろしくお願い致します。
    　野々垣　和宏

2021年の抱負
適度な運動を心がけたいです。また、仕事や
生活スタイルについて、これまでの価値観に
あまり捉われない生き方を模索したいです。
　　　　　　　　　　　　　　市川　まさき

新年の抱負
人との交流が制限された中で迎えた新年。自ら
を振り返り、身近な人々と繋がりを深め、足元
を見つめ直して進みます。
    小野　興子


