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2021 年 3月会報
　　　

■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

YMCAだより 2021 年 3月ブリテン原稿
　
震災 10年、そして 75周年

　  　　　山梨YMCA総主事　露木淳司

　10回目の 3.11 を迎えます。震災後、山梨のキャン
プに招待した福島っ子たちは、今は高校生から成人に
なっているはずです。みんなどんな風に成長されたこ
とでしょう？　また、被災後に訪問させていただいた
南相馬や宮古の町はどう変わったのでしょう？　日本
各地ではその後も毎年のように災害は続き、悲惨な爪
痕を残しています。時の経過に比例して、災害の歴史
も積み重なってしまうことをどうすることもできない
むなしさを感じます。
　否応なく流れていく時間。その中にあって、私たち、
山梨YMCAにおいてもいろいろなことがありました。
高齢者福祉事業への参入、財団の公益認可、甲府市の
放課後児童クラブの受託、児童発達支援事業の立ち上
げ、道路拡幅による会館移転、そして新型コロナウィ
ルス感染予防への対応・・・。目まぐるしく展開する
いろいろな出来事に翻弄されながら、この時を過ごし
てまいりました。つらい過去から立ち上がった福島っ
子が大人になっていくように、山梨YMCAもちょっ
とずつ大きくなりました。折しも、この 5月に 75周
年を迎えます。明日の読めない今を生きる私たちです
が、この機会に 3.11 の 10 年に合わせて、戦後の山
梨におけるYMCAの歩みをもう一度振り返っておこ
うと思います。コロナ禍ではありますが、5月 1日の
創立記念日には記念式典を予定しています。皆様もぜ
ひ記憶のうちに留めておいていただければ幸いです。

「国際・交流の広がり方」　　
        　副会長　米長晴信

　少し前になりますが、昨年 12月 15 日に県立図書
館にて映画上映+ヨルダン大使の講演というイベン
トを大使館とともに主催いたしました。輿水会長ほか
数名のメンバーに足を運んでいただきました。ソー
シャルディスタンスを保つため定員 50人（登壇者、
スタッフ含む）で行ったという事もあり、あえて積極
的にはクラブの皆様全員にはご案内しておりませんで
したこと、お詫び申し上げます。
　おかげさまで定員はすぐに埋まり、とても内容が良
かったとの評価をいただきました。映画はヨルダンの
難民キャンプのある家族を密着したドキュメンタ
リー。大使の講演は中東地域の情報およびインバウン
ド観光客を誘致する際のポイント、などを中心にお話
しいただきました。終了後の質疑応答も積極的に発言
される方が多く、予想していたよりも関心が深い内容
だったと実感しました。
　参加者の中に山梨学院大学の教員や学生がおられま
したが、その後、大学でも同様のイベントを授業の一
環で行いたいとの申し入れがあり、大使館とつないで
４月以降におこなうことが決まりました。さらにそこ
から、ヨルダンから学院大に現地の奨学金で学生を留
学させる、という話にまで発展しているとの事です。
　アンナーブ大使とは、赴任直後の一昨年の夏に個人
的にぶどう狩りやワイナリー見学のアテンドをして仲
良くなりましたが、それがどんどん発展して上記内容
にまで発展しました。「輪をどんどん広げる」ことで、
比較的地味なヨルダンと山梨県が今や密接な関係を持
つようになりつつあります。
　ワイズメンズクラブにおいても、会う→イベントに
参加→さらにその良さを広げる、といった要領で会員
増強、国際交流を強化して行きたいと思います。

3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

　1月 28 日に茅野崢さんがご逝去されました。第 13
代、23代会長を歴任され、草津クラブとの IBC締結
にご尽力いただきました。クラブの長老でもあり、温
和な人柄は多くの皆さんから慕われていました。昨年
11月の創立 30周年記念例会には元気な顔を見せて
くれましたが、事前に散髪に行きスーツも準備してい
たそうです。記念例会後の草津クラブとの交流会にも、
参加していただきました。ワイズをとても大切にして
いたとのことです。甲府 21クラブへのご貢献に感謝
するとともに、天国で安らかに眠られますようお祈り
いたします。
　2月の第一例会は山梨YMCAと Zoomでのハイブ
リッド形式で行いました。初めてなので心配しました
が、比較的スムーズに開催できました。イベント、懇
親の場がなくなっており、2月の第二例会の代わりに
各委員会を兼ねた懇親会を 3グループに分け開催し
ました。各委員会活動もでき、ゲスト参加もあり、良
い交流の場になったと思います。複数回参加の方も含
めて、延べ 39名が参加しました。
　6月に予定されている東日本区大会は通常開催はな
くなり、リモート開催になりました。ホストクラブと
しての役割は変わりませんので、今後荻野実行委員長
を中心に実施内容を詰めていきます。
　3月第一例会は、2月と同様山梨YMCAと Zoom
でのハイブリッド形式で行います。また、赤澤奈美さ
んの入会式も予定されていますので、役員・EMC委
員長などは山梨YMCAでのリアルでの参加となりま
す。皆様のご協力をお願いします。

　
　

3 月ハイブリッド例会プログラム

日時　2021 年 3月 9日（火）　18:30 ～

   司会　 輿水会長
１、開会点鐘　　　　　　　　 輿水会長
２、今月の聖句、一言　　　 荻野清メン
３、会長挨拶、ゲスト紹介　　 輿水会長
４、入会式　　　　　　　 宮岡 EMC委員長
５、東日本区法人化について　
       駒田東日本区文献・組織検討委員会委員長
６、ハッピーバースデー
７、諸報告
８、閉会点鐘　　　　　　　　　　 輿水会長

ＹＭＣＡ便り

〈今月の聖句〉
ヨハネ福音書 第３章３１節

「上から来る者は、すべてのものの上にある。地から出る者は、地に属する者であっ
て、地のことを語る。天から来る者は、すべてのものの上にある。」
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3月　March　2021年（令和3年）

ペンリレー

①⑧

きんのペン、ぎんのペン、どうのペン

 

BF　メネット

ＢＦ＜Brotherhood Fund＞
BF 代表や国際役員が公式の旅行をするために積み立てら
れる基金。
ＢＦ代表＜Delegate＞
BF から旅費が支給され、ある地域 ( 区 ) から他地域 ( 区 )
を公式訪問する代表者。
規定額以上の BF 献金をしてい るクラブから BF 代表
（フルグラント）に応募できます。
３～５週間の決められた日程・地域を訪問する義務があ
ります。また、国際、地域大会への費用の一部が支給さ
れるBF 代表枠もあり公募されます。

〈選者：荻野　清〉

Happy Birthday! H
appy Birthday! Happy!

（２月出席率）
　例会出席者数　　29名　　
　其の他行事出席　４名　　計 33名　33/42＝79％

3月の誕生月花チューリップの花言葉
赤：愛の告白、真実の愛
ピンク：愛の芽生え、誠実な愛
黄：望みのない恋、名声
白：失われた愛 
紫：不滅の愛 

〈3月誕生者〉
　　 メン　　　松村豪夫　3/2　小俣　寛　3/18　　　　　
 メネット　薬袋けさみ　3/31

〈募集〉

今年も恒例の、「桜」の花の写真を募集します。4月の
第1例会に間に合うか？という声も聞こえますが、
今年の春は今年の春。是非みなさんの感性でシャッター
をきってみてください。
締切は　令和3年4月10日と致します。
メールで写真をお送りください。
後藤編集長宛　tetsuo_goto@yahoo.co.jp
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茅野　崢さんの急死

　茅野さんの突然の訃報を受け、お宅を訪問し家族の
方々にお悔やみしました。ちょうどその日は、町内の
隣のご主人が病死した、という連絡を受け、葬儀など
何もお手伝いできず、失礼しました。
　茅野さんとの交流は、私が甲府から移転して後しば
らくして、近所であることを知り、自然と朝の散歩に
合流することになりました。
　１５年ぐらい続いたでしょうか。私のかかりつけの
医師（国立病院機構）から、健康には一番と言われま
した。
　茅野さんが散歩に欠席が目立ち始め、ある日突然訃
報の知らせでありました。お話の好きだった茅野さん、
ワイズの会では寸暇を惜しんで、色々な方とお話しし
ていたのが、印象的でした。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　松村　豪夫

謹んでお悔やみ申し上げます。2002 年度に小生が甲府
クラブの会長の時、茅野さんが 21 クラブの会長で、以
後懇意にして頂きました。ご自宅を建て替える時も設
計を依頼されました。また寂しくなりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙洞田 安宏

最後の言葉も交わすことなく旅立ったのは寂しい限り
です。キリスト教関係諸集会で意見を述べていた茅野
さんは、現状に対して容赦しない厳しい姿を感じさせ
ておりました。しかし Ys に入会して接した茅野さんの
印象は、全く変わりました。人当たりのよい人を差別
することなく誰にでも親しく接する方でした。まさし
く永遠の世界を先取りする姿勢でした。キリスト者と
して生きた茅野さん、今は永遠の命に与っているもの
として、全き交わりの中にいることでしょう。ありが
とうございました。　
     　清藤　城宏

③⑥

30 周年記念例会は
楽しかったねぇ。
ちゃんと散髪して
から行ったんだよ。

令和３年１月 28 日
満 85 歳で逝去



2020 年 9 月記念誌インタビュー（撮影 小澤智之）

20100605 ワイズメンズクラブ国際大会

2013.1.18　4クラブ合同例会

茅野さんは本当に素晴らしい方でした。あの柔らかな
笑顔が忘れられません。八王子クラブには良くおいで
下さいました。心からご冥福をお祈りします。
       　　　　　　　小口　多津子

優しい笑顔でいつも声をかけていただきました。
心からご冥福をお祈りいたします。
    　　　　三浦　洋美

謹んでお悔やみ申し上げます。茅野さんとは駒田あず
さ部部長の時にあずさ部書記をされ、翌年八王子クラ
ブの真野部長の下で私が書記となり、それ以降、兄貴
のように付き合ってきました。本当に残念です。
  　　　　　　　　　　　久保田　貞視

謹んでお悔やみ申し上げます。
茅野さんとは Y's に入って直ぐから親しくさせて頂きま
したので､もう 20 年以上になります。
その間、お兄様とはゴルフで､ご子息とは富士五湖でと
ご家族で親しくさせて頂きました。
穏やかな笑顔が忘れられません。
心からご冥福をお祈り致します。
    　　　　御園生　好子

茅野　崢　氏を偲んで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　駒田勝彦（甲府２１ワイズメンズクラブ）

　茅野さんは、クリスチャン　ホームにお生まれにな
りました。　韮崎教会で役員を長くご奉仕され、分区（山
梨県内の日本基督教団所属教会の集まり）や、教区（山
梨、長野、静岡３県）そして日本基督教団にとご活躍
されてきました。
韮崎教会の役員の方は、役員を辞められてからも茅野
さんの助言が、助けになったといわれております。
茅野さんは、気軽に相手とお話をします、お相手の方
のことをよく覚えておられて、体調はとか、あそこの
だれだれさんはその後どうですか等、親しく話しかけ
ていました。
私も良く尋ねられました、それは先日話したばかりじゃ
ん、という場面もありました。
そのような人とのつながりを大切にしておられた茅野
さん、草津クラブとのつながりについて
「滋賀ＹＭＣＡの理事 長・堀江宏メンとの間で話が出た
ようです。そこで２００２年 ８月に大津のホテルで堀
江メン、草津の奥村会長、一井メン、 こちらからは駒田
メンと私がお会いして、ＤＢＣ締結の最初の 交渉をしま
した。 締結式の具体的な打ち合わせは、草津市の風力発
電塔のある ところで確か一井メン、栗津メンとしたよ
うに記憶しています。 締結の期日を２００３年６月１４
日から１５日に開催され る彦根市文化プラザ・彦根プ
リンスホテルの西日本区大会で行うことにしました。 そ

フレンドリーメンの意外な一面　　　　　　　　　　
　　　　　　    　寺田　喜長
　どこのワイズ会合でもいつも握手にて交流を深めら
れ、多くのクラブのメンバーと交流をされていました
茅野メン、お兄様、息子さんもワイズメンのワイズ一族。
私にも年齢関係なく気軽にいつも声掛けをくだる良き
先輩でした。奥様が私の町のご出身で有ることも何か
の縁でしょうか。草津クラブとのDBCは茅野メンの熱
意にて締結できました。何度か滋賀県を往復され会長
年度に大きな功績をたて、さらに富士五湖クラブ、大
津クラブとのDBCの橋渡しをされ , 毎年滋賀県と山梨
県を行きかう 4クラブ合同交流例会が実現しました。
　交流の往復はお互い車にて行き来。2～３台に分乗
し高速道路を利用、草津クラブメンバーは覆面パトカ
ーのスピード違反取締にて罰金徴収を受けたことがあ
りました。わがクラブは違反を問われませんでしたが
予備軍が数名、なんとその一人が茅野メン、意外に相
当のスピード狂、高速を追いつ追われつ、まだ中年期
の若かりし頃のお話。ご冥福をお祈りします。

④ ⑤

の後１、２回草津と甲府を往復しながら打ち合わせを重
ねて２００２年１１月１６日から１７日にかけて第１回
の仮合 同例会を草津で行い、２００３年３月には甲府の
柴玉苑で草津 から多くのメンバーをお迎えし甲府の人た
ちに披露しました。 西日本区大会の前日には琵琶湖の観
光巡りを行い、近江八幡 市の水が浜ペンションで１泊し
て、親善交流を行いました」（2008 年 3月ブリテン草津
クラブとの交流記 甲府２１ワイズメンズクラブ 茅野 崢
より）、と記しておられます。
ワイズメンズクラブとの係わりは、私が甲府 21 クラブに
お誘いをいたしました。きっかけは山梨分区の青年部で
活動をともにしたOBの集まりで「一房の会」を作りま
した。
この会のメンバーは、山梨、東京、滋賀等から集まり、
旅行を行い親睦を続けることでした。旅先では、観光も
しますが夜、讃美歌を歌い聖書を読みお祈りし、信仰の
問題、それぞれの人生の今の状況で感じておられること
等、深夜まで語り合いました。
その中で私がワイズメンズクラブに入っていることをお
話しして茅野さんにお誘いをしたのです。
その後茅野さんは、山梨 YMCAの常議員等の役員をなさ
いました。
今故中島さんと二次会（天国）で昔話をしておられるの
ではないでしょうか。



3月　March　2021年（令和3年） 3月　March　2021年（令和3年）

②

茅野さんの思い出
   　　　草津クラブ　一井　伸介
初めてお会いしたのは 2002 年の 10 月でした。その時
に草津のメンバーだった。堀江ワイズ（現近江八幡ク
ラブ）が京都のクラブから紹介を受けて、橋渡しの役
目をされ茅野さんと、I さんが大津のプリンスホテル
にお越しになりました。
　まだ、携帯もそんなにうまく使えない中、何とかロ
ビーでお会いしましたが、最初の印象は、なんと元気
な方だな、どんどん話を進めていく方だな、甲府の人
たちは、みんなこうなんだ、ということでした。
　2003 年 6月に兄弟のクラブになるまで、2回も滋賀
に来られて、まったく元気で行動的な方でした。
　交流を始めてから、滋賀の鮒ずしも喜んで食され、
山梨でも食べれる人がいるよと、よく話をしました。
また、リンゴを送ってくださったり、本当に仲良くさ
せていただきました。
　メールをしておくと、私はメールは見ないんだ、と
笑っておられました。
　とにかく、甲府 21 クラブの重鎮であったことは誰
もが認めるところでしょう。
　本当に残念ですが、昨年の 11 月に甲府 21 クラブの
30 周年でお会いできたのがせめてもの救いでありま
す。
　心からご冥福をお祈りいたします。

茅野さんのこと
　　　　　　甲府２１ワイズメンズクラブ　功刀　弘
　私は茅野さんの訃報を聞いてすぐ、峡南教会の森牧
師夫妻にそのことを伝え、茅野真澄さんにはお悔やみ
の電話もしませんでした。森牧師夫妻は 2015 年に甲
府 21 ワイズメンズのクリスマス礼拝に来られました。
亡くなって 2週後の 2月 12 日に私は茅野夫人に弔問
したいと電話してお宅に伺いました。森夫妻はすでに
弔問に来られたとのこと。
　そこで茅野さんと峡南教会の関係を知ることが出来
ました。茅野ご夫妻は峡南教会の大黒柱深澤昭さんご
夫妻と愛宕町教会の関係もあって親交が続き、茅野兄
は 2019 年 2月に倒れるまでしばしば峡南教会に出席
し、森牧師とも親しく交流があったことを知りました。
峡南教会のお便り、お説教などをいつも送ってくださ
り、湯村温泉病院にもお見舞いに来てくださっていた
ことを知りました。深澤昭さんの奥様は切石のご出身
だったので昭さんも切石の教会を応援していたので
しょう。切石に羊屋という商店をしていたとのこと。
人とのつながりを大事にしていた茅野兄のお人柄が偲
ばれます。

茅野　崢　様　　　沢山のお話　ありがとう・・・
　いつも穏やかに、お話をたくさん聞かせていただき
ました。清里で仕事をしていた時の話・ワイズの交流
の話・多くの他のメンバーさんとの交流が多かったお
話。ペースメーカーと付き合っている話等。中でもＤ
ＢＣにご尽力いただき締結までこぎつけた苦労のお話
は熱が入っていました。またご子息の会社（現在茨城
県筑波のほうで勤務中）でのご活躍のお話をされると
きは、目を細め　ゆっくり　安堵したような口調で、
お話を聞かせていただきました。いつも穏やかで、先
を考えてのお話を聞かせていただきありがとうござい
ました
思い出の　写真をお届けいたします　　　　佐藤重良

茅野さんとの一番印象に残っている事

甲府２１クラブに入会して茅野さんと共に歩んで一番
印象に残っている事は草津クラブとのDBCの締結をし
た事でした。この締結にかかわったのは甲府 21 クラ
ブでは茅野、石原さんと私でした。締結まで 3回程 ,
草津まで往復しました。途中、改装中の彦根城を見学
しながらクラブの事、プライベートの事など話し合っ
た思い出があります。3回目の草津クラブ訪問で 2003
年 6月 14 日無事、締結式を終えました。これはひと
えに茅野さんの努力の賜ものでした。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　　巖

茅野さんの笑顔
　　　　　甲府２１ワイズメンズクラブ　藤原　琢哉
　茅野さんは、いつも優しい瞳で皆に笑顔で接して下
さったと思います。
もう少しその笑顔を見ていたかったです。茅野さんの
御霊が安らかにとお祈りしますとともに、神様の御許
にお導きがあらんことをお祈り申し上げております。

2月ハイブリッド例会報告　 　　　　書記　寺田喜長

■日時　2021 年 2月 2日（火）１８：３０～
■会場　YMCAグローバルコミュニティーセンター３F、
　　　　および zoom出席者自宅
■進行、司会　　　輿水会長
１　開会点鐘　　　
２　黙祷　1月 28 日に昇天されました故茅野崢メン　
の 12 月 28 日に体調を崩し急性搬送されてからお亡く　
なりになる迄の経緯とコロナ禍の中での家族葬を選択　
された事、ワイズでの多大な活動等が会長よりの報告　
がなされ、黙とうを捧げご冥福をお祈りいたしました。
３　ハッピーバースデー　1月 2月誕生者お祝い。小澤
　公紀、山縣譲二メンより一言を頂いた。
４　ゲスト紹介　　大柴好美さんが YM会場にて、赤澤
　奈美さんが ZOOMにて例会出席
５、諸報告
①次期米長年度の役員案が提案され承認。
　　　　会長　　米長晴信
　　　　副会長　廣瀬　健
　　　　書記　　小俣　寛
　　　　会計　　小澤公紀
②次期あずさ部地域奉仕事業主査輩出依頼について。
　長谷川あや子次期あずさ部長より依頼にありました次
　期あずさ部地域奉仕事業主査に荻野清メンの推薦案が
　提示され承認。
③第２４回東日本区大会について荻野実行委員長より　
　1月 30 日 ZOOMキャビネット会議にて今年度の東日
　本区大会はコロナ感染拡大状況を受け甲府での大会は
　中止と決議されました。規模を縮小し代替え地にての
　開催等、2月 6日の ZOOM会議にて協議すると報告。
④第二回あずさ評議会開催について
 日時　2021 年 2月 13 日 ( 土）　18:30~
 会場　ZOOMにて議題は次期あずさ部役員承認、他
　出席希望者は輿水会長に連絡ください。評議会議決権
　者は出席ください。欠席者は委任意思を会長に連絡。
⑤コロナ禍の中での第二例会について提案
　会員同志の意思疎通を図る機会が閉ざされている中　
　で、第二例会を 4グループ位に分散し、少人数にし感
　染対策をする中で顔合わせ、懇親を図る等検討してみ
　る。2月第二例会開催は役員会にて検討し報告します。
⑥チャリティーランについて・・2021 年 11 月 27 日（土）
　に開催予定と YMより報告。
⑦使用済み切手提出への協力に飯田 TOF,BF,EF, 委員長よ
　りお礼がありました。まだ未集計ですので確定しまし
　たら報告します。なお、提供いただいた切手の中には
　収集条件に合わないものがあります。切手の周りを３
　～５ミリ残して切り取ることが条件の一つです。
⑧松本クラブファンドの文旦購入について。10 箱単位
　での購入です。9箱売約済みです。あと1箱希望者募る。
６　近況報告　全員からコメントを頂きました。
◎特記事項～露木魁人メンが婚約されました。おめでと
うございます。
●故茅野メン追悼会開催をと提案がありました。

【YMCA会場出席者】　輿水、米長、飯田、小澤公紀、小
野、荻野、露木、野々垣健、広瀬、松村豪、宮岡、山縣、
山口、寺田　14 名　ゲスト大柴好美
【ZOOM出席者】　相川、鎌田、功刀、後藤、駒田、佐藤
重良、清藤、萩原、古屋、藤原、松村禎、水越、
薬袋、山本、市川　15 名　ゲスト赤澤奈美　　敬称略

二つの意味（人生＆心筋梗塞）での先輩　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　野々垣 健五
　茅野崢さんは韮崎商工会で仕事をされていて、百貨
店にいた私より数年、年齢的に先輩でしたが、共通の
知人もいました。その中のお一人の故・布能寿英氏
（’20 年 2 月 3日召天）に誘われて教会へと足を運んだ
と伺ったことがありました。私も故・布能氏に諭され
たおかげで教会とのつながりを続けて来られたという
ことから、ワイズ甲府21で茅野さんと顔を合わせると、
恩人である故・布能氏についての話題で話が弾んだも
のでした。その後、自身82㎏の体重になっていた私は、
2017 年 7月 10 日に心筋梗塞を発症。奇跡的に命を取
り留め、8月に無事復帰を果たすことが出来ました。
私が 9月のワイズ甲府 21 の会合に出席した時、茅野
さんが声をかけて下さり、二人で緑ヶ丘のデニーズで
落ち合って、同じ病の先輩として、色々と貴重なアド
バイスをいただきました。その後、茅野さんとは「人
生＆心筋梗塞の先輩」として、折あるごとに知恵を拝
借してのお付き合いが続いて参りましたが、昨年の 11
月 14 日夜の風月堂での草津クラブとの懇親会、そし
て11月17日の故・大澤英二先生（’20年11月12日召天）
の出棺式での会話が最後となってしまいました。先輩
として、後に続く者への細やかな気遣いをしていただ
いたことに改めて感謝しながら、寂しい思いをかみし
めています。ありがとうございました。

YMCA会場の様子。甲府 21の例会で初めてのハイブリッド例会と
なりました。会場参加者はプロジェクターに投影された、ZOOMの
画面を視聴してました

幼い頃から好奇心が強く、ガールスカウ
トにも自分から入りたいと入団し、先に
立って活動していました。ワイズに母が
入会し、仲良しの市川さんも入会。先日
の 30周年も拝見させて頂き、私も何か
協力したい、ご一緒させて頂きたいと思
い、入会を決めました。母と同じく、国
連のお手伝いもしていたり、歌が大好き
なので、ライブハウスでも時々歌っても
います。たくさん楽しみながら頑張りた
いです！宜しくお願い致します。

ようこそ甲府２１ワイズメンズクラブへ

2018.06.04　
廣瀬あずさ部長、大野貞次さん、
とともに。

2019.7.17　
快気祝い　やなぎまちカフェにて

⑦

2020-2021 年度第 2階あずさ部評議会報告

 　　甲府２１ワイズメンズクラブ　寺田　喜長
日時　2021 年 2月 13 日（土）18:30~20:00
会場　東日本区 ZOOM会場

小山久恵あずさ書記の進行にて、御園生あずさ部長の
開会点鐘、挨拶にて開催。部長を議長に選出し評議会
議案審議を行いました。
第一号議案　提案者　御園生あずさ部長
　2021-2022 年度あずさ部次期部長に富士五湖クラブ
　の後藤明久さんを推薦承認の件
第二号議案　提案者　長谷川あや子次期あずさ部長
　2021-2022 年度あずさ部役員承認の件
第三号議案　提案者　御園生あずさ部長
　東日本区定款改正に伴うあずさ部部則一部修正件

以上三議案審議、採決は議決権者が書面にて書記あて
に提出する。

〈報告事項〉
＊東日本区法人化について　宮内友弥、清水公一両委
員より趣旨、経過状況が報告された。
＊事業主査報告　　
＊クラブ活動報告　
＊部エクステンション委員会報告 菰渕委員長　

久保田監事の講評後、定刻にて閉会。
出席者　輿水、米長、小澤公、寺田、野々垣健、
　　　　相川、功刀、駒田、佐藤、荻野
　　　　は 2月 9日の会長配信メールの「評議会ワー
クブック」に記載されてます。

赤澤 奈美さん 入会おめでとうございます


