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2021 年 5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

新拠点「にじの家」オープン！
    山梨 YMCA 総主事
                     露木　淳司
　新会館ができて早くも一周年になります。コロナ禍にも
めげず、学童保育事業が順調に数を伸ばしています。特に
この春、キッズパラダイスがブレイク！インターナショナ
ル・アフタースクールとして昨年開設したこのクラスの子
どもたちは、アメリカ人のジャメール先生を中心に英語漬
けで放課後を過ごします。毎日盛りだくさんの内容で子ど
もたちを楽しませていますが、去年から来ているメンバー
の発音は見事なもので、早くもバイリンガルの道を歩み始
めている感じです。このことが口コミで広がったのか、梨
大附属小の子を中心にメンバーが急増し、昨年 4名だった
ところが 15名になっています。
　このおかげで、新会館の教室が狭い、といううれしい悲
鳴が上がり始めました。そこで急遽、南側にある元ガソリ
ンスタンドのオーナーの家が空き家になっていることに目
をつけて、交渉した結果、この春からお借りすることが決
定、内装工事が始まり、かわいい看板も取り付けられ、本
格稼働の準備が整いました。小さな部屋や和室もあるので、
書道や英語の習い事などにも使えそうです。また、同じ敷
地の東側にもう一軒小さな家があったので、これは児童発
達支援のぽかぽか教室が使うことになりました。
新たな拠点となるこの施設は「にじの家」と命名されまし
た。その由来は聖書の創世記にあるノアの箱舟のお話です。
洪水の後、箱舟が陸に上がってノアの家族と動物たちが下
りたとき、神様は彼らに地球の管理を託します。その契約
のしるしとして虹をかけたのです。
　虹は七色でできています。同じように子どもたちも一人
ひとり自分の色を持っています。その中のどの色がなく
なっても、虹は成立しません。この家は一人ひとりの個性
あふれる子どもたちみんなにとっての居場所であり、どの
一人もかけがえのない存在なんだ、という思いを込めまし
た。庭に野菜を植える計画も進んでいます。ワイズの皆様、
是非一度覗きに来てください。

5月号ブリテン会長挨拶　　
      輿水　順雄
　ここの所、コロナ禍ではありますがいくつかのイベントに参加
する機会がありました。3月 25 日山梨YMCAで子供たちと共に
花をプランターに植え、周辺に設置しました。子供たちの笑顔と
色とりどりの花に心が癒されました。4月 18 日には「茅野崢さ
んお別れ会」がありました。茅野さんと親しく交わった皆さんの
お話は心温まるものでした。茅野さんのクラブへの貢献を、改め
て知る機会にもなりました。4月 24 日には富士五湖クラブ主催
の「第 10回障がい者フライングディスク大会」が富士北麓であ
りました。晴天の中、雄大な富士山を眺めながら参加者は大会を
大いに楽しんでいました。同日、ワイズメン国際協会提唱の
「Week4Waste 環境美化活動」に賛同して、山梨YMCA周辺で
清掃活動を実施しました。町内の会長さんからは差し入れをいた
だき、17名の参加者で周辺の清掃を行いました。
　こうしたイベントに参加して思うことは、人と人との触れ合い
の中から交流が始まり、それが明日へのエネルギーになると実感
しました。また、会員の相互理解も深まりクラブにとっても有意
義なものでした。コロナ禍の中でも、感染防止対策をしっかりし
ながらイベント開催を模索したいと思います。
　コロナ感染拡大のおり、5月第 1例会、第 2例会は Zoomを使
いハイブリッド形式で開催します。5月第一例会は、長坂善雄さん、
村上由美子さんの入会式が予定されています。熱海クラブの動向
によっては東日本区で一番の会員数になる可能性があります。
乞うご期待！

　
　

5 月例会プログラム（ハイブリッド例会）

日　時　2021年 5月 11日（火）18:30~
会　場　山梨YMCAｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

    司会　野々垣健五メン
１，開会点鐘　　　　　　　　輿水順雄会長
２，ワイズソング　　　　　　省略
３，ワイズの信条　　　　　　司会者朗読
４，今月の聖句、一言　　　　相川貴宏メン
５，会員スピーチ　　　　　　佐藤哲郎メン
６，会長挨拶　　　　　　　　輿水順雄会長
７，ゲスト、ビジター紹介
８，入会式　　　　　　　 宮岡 宏実 EMC委員長
９，ゲスト卓話              露木 淳司 YMCA総主事
　　　「YMCAとワイズメンズクラブ」
10、諸報告
11、YMCAの歌　　　　　　 省略
12、閉会点鐘　　　　　　　　輿水順雄会長

ＹＭＣＡ便り

〈今月の聖句〉
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5月　May　2021年（令和3年）

ペンリレー

①④

きんのペン、ぎんのペン、どうのペン

 

DBC.JEF

〈選者：相川　貴宏〉

2021 年 4月 24日　Week4Waste　茅野　崢様ご遺族より 30,000 円のニコニコを頂きました。

　「あなたがたは神に選ばれ、聖なる者とされ、愛されているのですから、憐れみ
　の心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に付けなさい。」
　̶コロサイの信徒への手紙　３章１２節̶　　

Happy Birthday! H
appy Birthday! Happy!

＊ 4 月出席率　
会員数 46名　出席者 3７名　　出席率 80％

5月の誕生月花「ピンクバラ」

ピンクバラの花言葉は
「感謝」「幸福」「温かい心」

＊5月誕生者
メン　 　 佐藤利之メン　　 5/18
        　 　 依田友紀メン　　 5/22
メネット 　 奈良田智恵美メネット  5/31



②

2021年 4月例会報告

日　時　2021年 4月 6日（火）19:00~
会　場　山梨YMCAグローバルコミュニティーセンター
司会　野々垣和宏メン　聖句　赤池譲司メン
コロナ感染状況が落ち着き始めた状況を判断し、検温、消
毒、マスク着用、換気を含めた三密に配慮し久々に通常例
会を開催しました。
□会長の開会点鐘、ワイズソングは省略、ワイズの信条は
司会者に読んでいただき、今月の聖句は選者欠席にて司会
者が代読、佐藤重良メンの会員スピーチは会員が収める年
会費がどのように使われているかを説明頂きました。　　
□会長挨拶は久々のリアル例会ではあるがワイズソング、
ワイズディナー無しの変則プログラム、又、会員の中には
多人数の集会には出席不可の制約を課されている会員もあ
り、今後の例会形式を再考していきたい。3月 25日に佐
藤CS委員長、赤根メンの指導の下３０名余りのYMCA
に関わる子供たちと花植えしたプランタンを会館道路沿い
に設置、ご近所の住民の方々より良い感触を頂いていると
の報告。ゲストの長坂善雄様、村上由美子様を紹介、入会
のお誘いをしました。
□入会式は水越メンの司会により行われ、宮岡メン紹介の
内田良幸さん、清水公一さん、戸田秀幸さんの３名が入会
されました。会員数が 46名になり同数ではあるが東日本
区最大会員数になりました。御園生あずさ部長からのお祝
い挨拶を野々垣メンが代読、大きな拍手にて新入会員を祝
福、目覚ましい会員増強をされている宮岡メンにサプライ
ズにて感謝の花束贈呈。例会での久々の会員卓話を依田友
紀メンにして頂きました。
　建築業の傍ら日本語学校の運営もされておりコロナによ
り留学生が減り現在は運営が厳しい状況である。そして日
本語学校の役割について話された。以前は中韓圏の学生が
主で日本語を取得し希望する専門学校や大学へ進学するこ
とを目的としていた。ところが最近は非漢字圏の学生が主
で、最終目標が日本で就職し永住を希望する学生に変わっ
てきた。2019年には留学生は30万人を超え語学取得後、
技能実習生として働き国内の人手不足を補う働き手と成っ
てきていると。
□ハッピーバースデーは 1月から 4月生まれの方に記念
品をお渡し祝福しそれぞれの思いの一言をお話しいただき
ました。
【諸報告】
＊故茅野メンのお別れ会を第二例会とし4月17日に行う。
＊ワイズメンズクラブ国際協会が世界中での清掃活動を提
唱している。賛同し計画する。
＊使用していないこいのぼりを提供いただきたいとの要請
が山梨YMCAより有り。
＊BCコンサートを今年度中に山梨YMCAにて開催し、
YMCAの周知に貢献したい。
＊東日本区法人化をクラブとして承認決定
＊富士五湖クラブの障がい者 FD大会が 4月 24日に開催
される。お手伝いを募ってます。

故茅野崢メン「お別れの会」「偲ぶ会」

去る1月 28日にご逝去されまし茅野崢メンの「お別れの
会」、「偲ぶ会」が 4月 17日午前 11時より山梨YMCA大
澤英二記念ホール・ベテルにて、茅野家、公益財団法人山
梨YMCA、甲府 21ワイズメンズ主催にて執り行われまし
た。
日本基督教団韮崎教会小島仰太郎牧師司式により「お別れ
の会」を開催、愛読聖句朗読、愛唱讃美歌斉唱、小島牧師
による式辞にて故人の紹介と哀悼の辞が述べられました。
お悔やみの言葉を、功刀弘甲府 21クラブ初代会長、親交
のありました森容子峡南峡南教会牧師のお二人から頂き、
小島牧師の終祷後献花にてお別れをいたしました。
引き続き「偲ぶ会」を露木淳司山梨YMCA総主事の司会
にて開催され、はじめに茅野真澄さまにコロナ感染中のこ
の時期に皆様にお集まりいただきお別れの会を開催できま
した事に感謝との遺族挨拶を頂き、個人を偲ぶDVDを放
映、生前中のご活躍される姿や素敵な笑顔により個人との
親しき交わりを思い浮かべることが出来ました。
続いて親交のありました 4名の方、小野興子山梨英和学院
理事長、駒田勝彦甲府 21クラブメンバー、渡部敬子八ヶ
岳伝導所会員、ワイズ仲間であり近所にお住いの松村豪夫
ご夫妻に故人の思い出をお話しいただきました。お集まり
いただいた方々と茶菓を取りながら懇談を予定しておりま
したが会場に溢れるほどの人数にてやむなく断念し輿水甲
府 21クラブ会長の終わりの言葉にて閉会いたしました。
本来であれば県外からの方々も含め多くの方が出席を希望
されておりましたがその方々の思いも込めての会を終え故
人を偲ぶことが出来ました。

茅野崢兄は駒田元理事のお誘いで 1994年 12月に入会し
て以来、2002年度と 2012年度に会長をされました。こ
の間草津クラブとのDBC締結に尽力されました。山梨い
のちの電話もこの 4月に創立 20周年を迎えましたが、茅
野ご夫妻はその発足の初期にご協力を頂いて、いまも甲府
21の絶大なご支援が続いています。峡南教会の森牧師夫
妻のご挨拶にあるように峡南教会には 2年前に倒れるまで
何度も出席してその交わりも深いものがありました。眞澄
夫人のご挨拶で、「亡くなる数か月前に庭の手植えしたク
リスマス・ローズが亡くなった後咲き誇っていた、（あと
で伺ったことですが）前もって身辺整理が全て行われて私
がすることがないほど」とのこと。私も数年前に清水悟著
「ただ一人の道」を崢兄に手渡されていました。当日の兄
徹郎氏の清水悟との交わりから信仰が崢兄とご両親に継が
れ、韮崎教会に出席してYMとワイズ活動に尽くされたこ
との意味をいま私は覚えるのです。　　　　
 

村上由美子と申します。セブンイレブン韮崎
竜岡店を経営しています。店は 24時間営業
なのでワイズでもフル活動させていただきた
いと思います！走り回るのが得意なので元気
に明るく楽しんで活動していきます。どうぞ
宜しくお願い致します。

長坂善男です。甲府市中心の江戸家を経営し
ております。おかげさまで甲府商店街連盟会
長、甲府観光協会理事、七夕祭り実行委員長、
恵比寿公祭り実行委員長など、他にもいくつ
もの役を仰せつかっており、街の発展に貢献
すべく長年活動しています。この経験と実績
を活かしてワイズメンスクラブの社会貢献活
動、人の輪を広げる活動などに積極的に参画
させていただきます。よろしくお願いいたし
ます。

ようこそ甲府２１ワイズメンズクラブへ

③

長坂善雄

村上由美子

長坂 善男

5月　May　2021年（令和3年） 5月　May　2021年（令和3年）

左から清水公一さん 戸田英幸さん 内田良幸さん

藤原　　輿水　小澤公 佐藤重       小俣　     野々垣
（YMCA福田さん撮影）

茅野　崢さんを覚える
功刀　弘

富士五湖クラブ  障がい者フライングディスク大会
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