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2021 年 6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

6 月例会プログラム（ハイブリッド例会）

日時　2021年 6月１日（火）18：30～
会場　山梨YMCAグローバルコミュニティーセンター
   司会　 　 廣瀬健メン
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　　　　山縣譲治メン
５， 会員スピーチ　　　　　　佐藤利之メン
６， 会長挨拶、ゲスト紹介　　輿水順雄会長
７， 次期会長方針　　　　　　米長晴信副会長
８， ハッピーバースデー
９， 諸報告
10   YMCAの歌　　　　　　　省略
11,   閉会点鐘　　　　　　　　輿水順雄会長
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〈今月の聖句〉
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6 月号ブリテン会長挨拶　　
輿水 順雄

　先日、開局 20周年を迎えた「いのちの電話」の講演会・
総会に出席しました。講演は大澤祥子さんと功刀弘さんのお
二人。大澤祥子さんからは、大澤英二さんが「いのちの電話」
設立に積極的に関わり、亡くなる直前まで大変気にかけてい
たことが紹介されました。功刀弘さんは、大澤英二さんはそ
の人脈・エネルギーで「いのちの電話」に大きな貢献をされ
たことを讃えました。また、「良い眠りで相談活動に対応し
ましょう」と題して、ノンレム睡眠・レム睡眠など眠りの大
切さについての講演がありました。
　ワイズメン関係者が支えている「いのちの電話」です。コ
ロナが生活の困難と孤立を深めさせている中で、「いのちの
電話」の活動は益々重要になってきています。我々も「いの
ちの電話」を支えていきましょう。また、功刀弘ワイズの 8
月に文芸春秋から出版予定の「良い眠りが認知症を予防する」
―精神科医が 55年目に気づいたことーは皆さん是非読みま
しょう！
　甲府 21クラブは 6月 12日（土）に東日本区大会を控え
ています。荻野実行委員長を中心に準備が進められ、大変ご
苦労いただいています。Zoomを使いハイブリッド形式での
開催、リアルでの引継ぎ式、アジア太平洋地域会長のシンガ
ポールからの参加、それに同時通訳と初めてのことばかりで
す。皆さんと共に成功させ、佐藤重良理事年度の東日本区大
会につなげましょう！よろしくお願いします。
　本年度も残すところ 1か月となりました。コロナ禍で十
分な活動はできませんでしたが、皆さんのご協力に感謝いた
します。

　YMCAらしさってなに？
山梨YMCA総主事　露木淳司

　1844年にロンドンで誕生したYMCAは、その後ヨーロッ
パ各地に広がり、1851年にはアメリカ大陸に渡っていき
ました。9か国に広がったところで 1855年、パリで初め
て世界YMCA大会を開催、世界同盟が設立され、YMCA
に加盟するための根本原則を定めました。これが世界最初
のYMCAを規定する条件となる「パリ基準」です。その後
南米、アジア、アフリカへと広がっていく中で、YMCA の
活動も地域ごとに異なる進化を見せます。そして 1973年、
カンパラ原則が採択。パリ基準では、イエス・キリストを
わが神、救い主と宣言することを条件とし、対象は「青年
限定」でしたが、カンパラでは、「すべての人々」とし、当
時すでに加盟国は 70か国以上で、プログラムも多岐にわ
たっていた中で、YMCAを語る上での最低条件を定める必
要がありました。
　山梨YMCAはここ 5年ぐらいの間に飛躍的に事業規模
を拡大しました。事業の種類も働く人の数も増加の一途を
たどり、5年前のほぼ 4倍となっています。それは喜ばし
いことですが、同時に、果たしてYMCAにふさわしい活動
状況になっているのか、YMCAらしさは保てているのか、
という疑問が生じます。今こそ山梨YMCAの使命に学び、
自らの働き方の検証が必要となっています。
　この春、職員全員を集めて、全体研修を行いました。そ
こで初めて原則の確認を行いました。特に日本YMCA基本
原則と山梨YMCAの使命については、文言一句一句に至る
まで細かく読み込みました。この学びについて職員の反応
は様々で、終わってみての感想はポジティブな意見が大半
を占めましたが、中にはネガティブな意見も混じっていま
した。YMCAを正しく理解することの重要性を伝えること
は難しいです。そのことを痛感させられる時間となりまし
た。と同時にここでひるんではいけない、ブレてはいけな
いとも感じました。かつて使命や原則を定める必要が生じ
たように、YMCAの本質を伝える努力を怠ってはいけない
のでしょう。なぜ FOR ALL なのか、どうして地域共生な
のか。そこにはYMCAが取り組むべき理由があります。
たとえ全員が賛同しなくとも、信念をもって、義を貫くこ
との大切さを身に沁みて感じる今日この頃であります。 

評　価

「わたしたちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が
ほめたたえられますように。神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰めてくださるので、
わたしたちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることが
できます。」
　　　　　　　コリントの信徒への手紙　二　１．４－５　　　　　　　　　山県　譲治　選
　　

6 月生まれメンバー　
　メン　　　戸田秀幸　　　　6/３　　　
　　　　　　野々垣健五　　　6/５
　　　　　　寺田喜長　　　　6/13
　　　　　　水越正高　　　　6/14
　　　　　　奈良田和也　　　6/16
　　　　　　野々垣和宏　　　6/21
　　　　　　清水公一　　　　6/24
メネット　　赤根教子　　　　6/9
　　　　　　古屋律子　　　　6/26

ディアストーカーハット 目出し帽 ソンブレロ

ボンネット

「いのちの電話」総会にて　功刀　弘さん
「紫陽花や 帷子時（かたびらとき）の 薄浅黄（うすあさぎ）」
江戸時代の俳人、松尾芭蕉の一句です。

＊ 5 月出席率　
会員総数 48名　　
例会出席者数 33名、その他への出席者 3名　計 36名　
出席率 75%

Happy Birthday! Happy Birthday! 



②

2021 年 5月例会報告
日時　2021年 5月 11日（火）18:30~
会場　山梨YMCAグローバルコミュニティーセンター、
会員自宅他

再びハイブリッド例会開催とし、コロナ感染対応例会とな
りました。YM会場はパソコン台数を増やしてよりリアル
感を考慮、開始時間を早め、ワイズディナー無し、ワイズ
ソング省略、ワイズの信条は司会者が朗読としました。相
川メンの自宅からの今月の聖句・一言、コロナ感染による
制約や、仕事上にて出席が困難なメンバーの一人、佐藤哲
郎メンがハイブリッド例会にて久々に出席、会員スピーチ
をされ、その他にも数人ZOOM参加にて久々に挨拶を交
わすことが出来たのはコロナ禍の中での新しい例会の形式
が示されました。昨月に続き入会式があり長坂善雄様、村
上由美子様の 2名の新会員をお迎えいたしました。
ゲスト卓話は露木淳司山梨YMCA総主事をお迎えし
「YMCAとワイズメンズクラブ」と題し、YMCAとは、
山梨YMCAの生い立ち、現在の活動状況等有意義な卓話
を頂きました。諸報告では 4月の活動報告、5月 19日に
東日本区大会リハーサル予定、米長次期会長が次期役員、
委員案を検討中、今月第二例会を第 4火曜日に変更開催
等の報告、第 24回東日本区大会への会員一同の協力要請
をし、閉会。
出席者 33名（会場 15名、ZOOM 18 名）

2020 ～ 2021 年度
第三回あずさ部さつきの評議会報告（ZOOM）

2021年 5月 8日（土）18：30より第三回あずさ部評議会
はZOOMにて開催。小山書記の司会による開会式に続き、
御園生議長より議題審議を行いました。
【１. 議題】
　第一号議案、’ 20~’ 21 年度あずさ部CS助成金承認の件
　提案者　御園生部長
　　＊松本クラブアジア賞へ 5万円
　　＊富士五湖クラブフライングディスク大会へ 7万円
　第二号議案、CS助成金余剰金 8万円及び評議会補助金未 
　支給 3万円のあずさ部ファンドへの繰り入れ承認の件
　提案者　御園生部長
　　＊今年度は上記 2件の未支給金をあずさ部ファンド規
　　定 3条 1項により部ファンドへ繰り入れる。
　第三号議案、’ 21~’ 22 年度あずさ部長活動方針承認の件
　提案者　長谷川次期あずさ部長
　第四号議案、’ 21~’ 22 年度あずさ部予算案承認の件
　提案者　長谷川次期あずさ部長
　第五号議案、’ 21~’ 22 年度あずさ部部大会、評議会承認
　の件　　提案者　長谷川次期あずさ部長
　＊部大会　2021年 10月 16日（土）　ホスト～東京八王 
　　子クラブ
　＊第 1回評議会　2021年 7 月 17日（土）   
 ホスト 東京たんぽぽクラブ
　＊第 2回評議会　2022年 2 月 12日 ( 土 )    
 ホスト～東京武蔵野多摩クラブ
　＊第 3回評議会　2022年 5 月 14日（土）   
 ホスト～長野クラブ
質疑応答は予算案への質問が有りましたが次期部長が提案理
由の説明をされました。
賛否につきまして議決権者は書記あてに投票用紙にて 11日
までに意思表明をする。
【２，報告事項】　部長報告、事業主査活動報告、クラブ活動
報告、部エクステンション委員会報告があり出席者全員が一
言挨拶をし、久保田監事の講評にて閉会、当クラブの出席者
は , 輿水、米長、野々垣健五、駒田、松村禎夫、佐藤重良、
相川、寺田、（8名）
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東日本区アワー

閉会式

開会式

オープニング

【７月キックオフ例会のお知らせ】

7月 6日（火曜）午後 7時　山梨ＹＭＣＡ3階
会場に来ていただく通常開催を予定しています。
総会、入会式、新会長所信スピーチなどを行いますので、
全員の参加をお願いいたします。
申し訳ありませんが、少しでも密を避けるため、
今回はメネットの同伴はご遠慮いただきます。
食事は、弁当持ち帰りとなります。

第 32期　会長　米長　晴信   


