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会員数      ３４名(内広義会員１名) 

例会出席    メン１７名 出席率５０％ 

メネット １名  

ニコニコＢＯＸ    ５６５０円 

 

２月のデータ 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

日時：2021 年 3 月 9 日(火)  18：30～19：30 

会場：山梨ＹМＣＡグローバルコミュニティセンター 

担当：会員増強委員会    司会：仙洞田安宏会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月例会 

  甲 府 ク ラ ブ 

2021年 3 月 会報 
●今月のテーマ 

BF・メネット 

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 

 季節もだんだん春らしくなり、暖かくなってきました。 

3 月例会も YMCA をお借りして行ないますが、だんだんこの

コロナ禍での生活様式に慣れてきました。他クラブでは ZOOM

を使っての例会も行われているようですが、甲府クラブでは顔

と顔を合わせての例会です。でも 2月の役員会では、まず甲府

クラブの役員会で ZOOMを使ってみることになり、今後どのよう

に使っていけるか考えたいと思います。またその役員会に武田

信男さんがご逝去されたと連絡をいただき、一時沈黙が・・・大

澤英二さんに続きまたしても甲府クラブになくてはならない先

輩をなくしました。ご家族だけで通夜、告別式をすまされたとの

ことでしたので、クラブとして急遽 3 月例会で偲ぶ会をすること

にしました。山梨 YMCA で行われたバザーでは、最初から手

伝っていただき、後片付けではもうお疲れなのに、自分の使っ

た椅子だけでも片づけさせてと最後まで残ってくれました。 

武田さんはクラブ内だけでなく、あずさ部の多くのクラブでも

親交があり、特に長野クラブとは長野での東日本区大会開催

とリンゴファンドを通じてのご活躍は、これぞワイズメンの鏡と思

いながら後をついていきました。 

 コロナ禍ですから多くの人にお声がけはできませんが、ど

うぞ皆様の心の中でご冥福をお祈りください。 

 もう一つこの例会で「山梨 YMCA の将来」を露木総主事に

話をしていただきたいと思います。将来の YMCA はどうなるの

だろう？明日の YMCAから 1 年後 10 年後の YMCA、ワイズメ

ンとして YMCA と一緒に進む道を考えたいと思います。 

 

 健康面でもまだまだ気を緩めずに、一日一日を

過ごしていきたいと思います。お体を大切に。 

■今月のことば■ 

 

「決して屈するな。決して、決して、決して！」（Never, never, never,never give up.)   

ウィンストン・チャーチル イギリスの政治家   丸茂正樹 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 

今月の言葉                      丸茂正樹会員 

 

武田信男会員を偲んで 

 

卓話 「山梨 YMCA の今、未来」 露木淳司総主事 

 

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 
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２月例会報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時  ２０２１年２月２４日（水）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、丹後 

プログラム 

１、開会あいさつ  渡辺徳之副会長 

２、報告事項 

・２月９日（火） ２月ＴＯＦ例会 ：山梨ＹМＣＡ会館３階  

司会：杉田会員  担当：国際・交流   

使用済み、書き損じ、年賀切手回収   

参加者：１８名（メン１７名、メネット１名）  

ピー ターＭ会員によ る卓話 「 山梨の魅力 、山歩         

き」を聞く。 標会長より次年度の役員の発表があった。 

ニコニコボックス：５６５０円 

２月、３月、４月例会は、コロナ禍の為、時間短縮も兼ね、 

食事はなしで会場を談露館から山梨ＹМＣＡ会館に 

変更する（実験的に）。  

・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 

 コロナ禍により ZOOMで実施（標会長参加） 

・武田信男会員が２月２２日に亡くなったという連絡があった。 

３、協議事項 

・３月９日（火） ３月例会  

：山梨ＹМＣＡ会館１階のオリーブの木 

 急逝した武田信男会員をしのぶ会を行う。 

 司会：仙洞田会員  

卓話：山梨ＹМＣＡ総主事・露木淳司総主事 

「山梨ＹМＣＡの今、未来」 

・４月１３日（火） ４月例会 ：山梨ＹМＣＡ会館３階  

担当：地域奉仕 

卓話：「リニア開通に伴う、県都甲府市の変化」を予定。 

・３月６日（土） 次期クラブ会長、部役員研修会 

コロナ禍のため、ZOOMで行う予定。 

・東日本大震災から１０年、改めて復興支援として３万円を献

金する。（東日本大震災支援対策本部に） 

2 月 役 員 会 報 告 

コロナウイルスに翻弄され、他のクラブでは、例会を中止や

Zoom といったビデオ会議で行っているようですが、甲府クラ

ブでは役員会で協議した結果、2月の TOF を切っ掛けに、4

月までは食事なしで山梨YMCAで開催することになりました。 

 2月例会は 2月 9日(火)、杉田雄二会員の司会で始まり

ました。ワイズソングは心で歌い、「ワイズの信条」も司会者の

みでした。 

 今月の卓話は、ピーター・マウントフォード会員の「山梨の

魅力、山歩き」と題して、趣味であるハイキングを通して見た、

山梨の自然の魅力について豊富な写真とともに話してくれま

した。ホームグラウンドの湯村山はもとより、「山梨百名山」の 7

割近くの山を制覇しているとのことで、山梨で生まれ育った私

より、山梨の山を知っています。古道やそこに佇む石仏、高

山植物、さらに蝶などの写真も併せて紹介してくれました。改

めて山梨の自然の魅力を知る事が出来ました。 

 続いて、標会長より、次年度のクラブ会長の発表があり、

石川和弘会員が紹介されました。石川さんは第 35代(1985

年)以来、実に 36年振りとなります。 

ここ数年、次期会長選びが難航していましたが、今回は比

較的スムーズに決定しました。 

 また今例会では、使用済み切手とお年玉年賀切手シート

の収集受付も行われました。(主な数字は別項掲載) 

 ワイズディナーもなかったので、短時間で閉会点鐘となり

ました。 

仙洞田安宏 
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根津宏次♡恵美(13 日)   杉田雄二♡恵(15 日)   

仙洞田安宏♡克子(27 日) 

３月２３日(火)    ３月役員会       山梨ＹＭＣＡ 

４月１３日(火)    ４月例会         山梨ＹＭＣＡ 

４月２７日(火)  ４月役員会    山梨ＹＭＣＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

ＹＭＣＡ 

たより 

第２回あずさ部評議会報告 

2月 13日（土）18時半より ZOOM にて、あずさ部評議会

の説明会が開かれました。 

事前に評議会ワークブックが配布され、その内容につい

ての説明を ZOOMで行い、後日採決を問う方式でした。 

甲府クラブの参加者は私一人でしたが、議決権者には第

一号議案から第三号議案が先に配布されていましたので、

それを読んでいただき投票をしていただきました。 

第一号議案は、2012-2020年度次期あずさ部部長富士

五湖クラブ後藤明久さんを推薦。第二号議案は、次期あず

さ部役員の承認。第三号議案はあずさ部部則の修正です。 

 40数名の参加者があり、久しぶりに皆さんのお顔を見る

ことが出来ました。次期部の会議日程は、部大会（部会の名

称が変わります）は、2021年 10月 16日（土）東京八王子、

第 1回評議会は、2021年 7月 17日（土）東京たんぽぽ、第

2回評議会は、2022年 2月 12日（土）東京武蔵野多摩、第

3回評議会は、2022年 5月 14日（土）長野です。 

 そして、いつものように部長の報告、各クラブ会長の報

告、各事業主査の報告があり、いつもの評議会と違うのは

「東日本区法人化準備委員会」の説明がありました。 

メン     該当者なし 

メネット  鶴田美恵子(18 日) 

Happy Birthday 

Wedding Anniversary 
２月ニコニコ Boxメッセージ 

渡辺徳之  

今回はじめて YMCA での例会でした。一日も早くコロナが

収束してくれることを祈っています。 

田草川すみ江  

ピーターさん卓話をありがとうございました。山梨に住んで

いる者より古道等々、素敵な景色をたくさん写し出してくだ

さり、びっくり！です。コロナのこの時一つでも歩いてみた

いです。 

仙洞田安宏  

ピーターさんの山梨の山や古道の話し山梨県人より詳しく

て驚きました。 

鈴木健司  

寒い中ですが健康が守られ、ワイズ例会に出席できますこ

とは有難いことです。TOF 例会も新会館の心地よい場所

でできまして、多くの方々のこの会館建設の為のご奉仕や

お力添えを改めて感謝したいと思います。コロナ禍の中で

すがお互いに健康には十分注意し、苦しみを乗りこえまし

ょう。心も声も合わせて Y’S ソングが歌える日が早く来るよ

う祈ります。 

今後の予定 

●使用済み切手 

1. 田草川すみ江  212g 

2. 秋山仁博  204g 

3. 田中克男  120g 

クラブ計 1,180g 

 

●お年玉年が切手シート 

1. 杉田雄二 16 

2. 石原祥平 14 

3. 小倉恵一・田草川すみ江 10 

クラブ計  69 

 

２
月
例
会
で
回
収
し
た
結
果
で
す 
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武田信男さんを偲んで 

渡辺徳之 

 

ワイズメン仲間の「武田信男さん」がご逝去されました。 

心から哀悼の意を表し、ご冥福をお祈り申し上げます。 

私と武田さんとの出会いは、２０年程前に私がクラブ会長を引き受

けた時、クラブの要である書記をお願いしました、武田さんの温厚・実

直な良きお人柄から、その年度は無事終了しました、 

これは武田さんのご尽力のお陰で今でも感謝いたしております。 

又、私がワイズに入会する前に YMCA のボーイスカウト指導者の

際、武田さんの御長男「松根君」が入隊しており、毎週 YMCA で共に

活動をしていましたのも何かのご縁だったでしょうか。 

武田さんと話した際、ご趣味等の話から、「カメラ」と「そば打ち」との

事でした。特に、「そば打ち」の話は良くお聞きしました、道具類を買

い揃えたり、県外のそば打ち職人の処へ修行に行かれたとか目を輝

かせてお話をされており、武田さんは本当に「そば打ち」がお好きで

あったと思いました。 

私が、武田さんの技量と熱心さに驚かされ感服した事は２０１６年６

月に長野市で開催されたワイズの東日本区大会の時でありました。こ

の大会は、毎年東日本の各クラブが主催して開催していますが、そ

の時は発足間もない長野クラブが開催との事や、その年度の東日本

区理事を当クラブの渡辺隆氏が務めていた事等から、甲府クラ

ブが運営面等に全面的な支援をしておりました。 

 この為、運営確認や会場下見等で何回も長野に通いました、

この中で毎回武田さんも同行されておりました。 

それは、武田さんが一番重要な会場、舞台の演出を担当され

ておりました、私も何人かの会員とその担当として武田さん

の指揮の下で準備に当たりました。 

 会場は、長野市の若里市民文化ホールで開催されましたが、

私達も初めて式典等の舞台準備と演出の手伝いを行いました

が、その事前準備、マイク・椅子の位置・緞帳の上げ下げの

タイミング等、武田さんは式典進行に合わせて舞台図面を見

ながら、私達に的確な指示をされておりました。 

 この式典も武田さんの綿密な準備と適切な配意により無事

終了いたしました。 

 最後の緞帳が降りる際、武田さんは舞台進行資料を片に持

ちながら、舞台の袖からそれを見ていた姿を今でも目に浮か

びます。生前のお仕事からこの担当をされたとは思いますが、

舞台演出の事前準備と配意の深さには感服いたしました。 

 当クラブにとっても貴重な存在の武田信男さんが他界され

た事は残念でなりません、どうか今までのお疲れを癒されて

心行くまで得意の「そば打ち」の腕を振るって、天国の皆さ

んに振舞ってやって下さい。 

  

ご冥福をお祈り申し上げます。       

★今月の言葉について★ 

 ウィンストン・チャーチルは第一世界大戦や

特に第二次世界大戦時は首相として英国を勝

利に導いた。 

激動の時代に外交・軍事・インテリジェンス

を駆使して、祖国を守り抜いた指導者だが、そ

の根底にあるのは、決して屈さない強靭な精神

力だったと思います。 

日本にとって当時は敵国の指導者なので、特

に親近感があるわけではないですが、不安定で

高速変化の時代を生きる我々にとっても、学ぶ

べきことは多いと思い選びました。 

丸茂正樹 

去る 2 月 22 日、 

武田信男会員が天に召されました。 

 

武田さんは 1998 年 8 月甲府クラブに入会、書

記や各委員長を何度も務められ、クラブの運営

に貢献されました。 

特に「富士山クリーン作戦」への参加提案や、

2005 年の東日本区大会(甲府クラブホスト)、

2016 年の長野での区大会では、舞台裏の責任者

として大会を成功に導きました。 

甲府大会の時に制作された「東日本区大会旗」

は、武田さんの提案で作られたもので、大会ホ

ストクラブに引き継がれています。 


