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■国際会長主題："Y's Men with the world"（世界とともにワイズメン）　キム・サンチェ（韓国）　      
　スローガン　"Heal the World with Love & Dignity"「愛と尊厳で世界を癒そう」
■アジア太平洋地域会長主題："Make a difference beyond the 100th" 大野 勉（神戸ポート）
　スローガン　“Be healthy!"　「健康第一！」
■東日本区理事主題：「私たちは次の世代のために何ができるか？」 　
　"Think for the next generation". 大久保知宏（宇都宮）
　スローガン　　「絆を深めるとき」"We are stronger together than we are alone"
■あずさ部長主題：「道を拓く～愛と協力によって」  長谷川 あや子（東京サンライズ）
■甲府 21クラブ主題：「地域貢献を活力に！」"Fundraising through Community Service!" 米長晴信
　

ＹＭＣＡ便り

〈今月の聖句〉
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ペンリレー

①④

きんのペン、ぎんのペン、どうのペン

 

一年遅れの献堂式、そして創立 75周年のお祝い

　　　　　　　　　　　　山梨YMCA 総主事　露木  淳司
　一年遅れの新会館の献堂式が、6月 26日 ( 土 )　山梨 Y
MCA 3 階ホール「べテル」にて、創立 75周年記念式典と
併せて挙行されました。午前中は会員総会で、昨年一年の
事業報告、会計報告をご承認いただき、午後に式典となり
ました。
　第一部として献堂の礼拝、皆でアメージンググレースを
讃美した後、インマヌエル甲府教会の岡信男牧師から、ホー
ルの名前の由来となった創世記のべテル (神の家 ) のお話
を聞きました。その後、野々垣健五理事長から建設経過の
報告と関係者への感謝状贈呈。建設関係では甲府ワイズの
遠藤順彦様の㈱山市成工を代表して遠藤恭範様、甲府 21
ワイズから 3名、㈱依田建設社長の依田友紀様、さとう建
築事務所の佐藤重良様、そして設計を担当された㈱エヌプ
ラン代表の奈良田和也様が表彰されました。また会場選定
において貴重なアドバイスをいただいた甲府ワイズで市議
会議員の金丸さぶろう様、さらに多額のご寄付を賜りまし
たNPO法人山梨ホスピス協会名誉理事長の横山宏様、以
上 6名の皆様です。
　続いて第二部として 75周年記念式典です。県知事代理
の成島春仁保健福祉部長、樋口雄一甲府市長、田口努日本
YMCA同盟総主事の 3名からご祝辞を頂戴しました。その
後 75周年を振り返る時として、まずは大澤祥子様に昨年
天に召された大澤英二様と共に過ごしたYMCAでの 60年
についてメッセージをいただきました。続いてその後の事
業展開の様子を紹介するスライドショーをご覧いただきま
した。また、4名の方が会員継続 25年の表彰を受けまし
たが、そのうち 3名は甲府ワイズからで、石原基平様、金
丸さぶろう様、仙洞田安宏様です。もう１名は 90才にな
られた上矢智幸様でした。そしてメモリアルアワー、60周
年以後に亡くなったワイズメン 10名を含む関係者 16名が
順に紹介されました。一人ひとり正面スクリーンに映し出
される在りし日のお姿に目を潤ませる方も多く見られまし
た。
　会場参加者 60名に加えて、40名のリモート参加者に見
守られての不慣れなハイブリッド方式の試みで、ハラハラ
ドキドキの展開でした。もう少しで 6千万になる募金を含
めて、全ての面において、神様と皆様に愛され、支えられ
ている山梨YMCAを感じられる和やかな時間となりまし
た。皆様、今年一年は 75周年イヤーとして覚えていただ
ければ幸いです。

会員ペンリレー
  　　　甲府２１ＣＳ委員長　宮岡 宏実
 
　米長会長、就任おめでとうございます。私もＣＳ委
員長として佐藤重良前委員長のご指導を受けながら１
年間がんばっていきます。クラブの皆様全員で地域や
社会のためになる様な活動をしながら、さらに活動を
拡大したり、困っている人たちへの寄付ができるよう
に収益につながるようなことも積極的に企画をしてい
きたいと思います。「みんなで参加して楽しくやる」
ことが大切だと思いますのでご協力をお願いします。
　私は「FUJI SAKURA塾」というご当地アイドルグ
ループを運営し、今年で１０年目を迎えました。以前
は甲府２１のクリスマス例会にも招待していただき、
歌とダンスを披露させていただきました。しかし、お
よそ１年半にわたってコロナの影響で全国的にイベン
トが自粛され、活動の場を失ってしまいました。現在
はイベントの代わりに、県内の観光地や企業さんをま
わって「○○ＰＲ隊」という肩書きをいただいて広報
活動のお手伝いをさせていただいています。ご当地ア
イドルとしてこのような地元を応援する活動というの
は評価にもつながります。実は、今年７月の時点でう
ちのグループは肩書きの数で全国３位になっていま
す。これからもますます地元を応援させていただくの
で、FUJI SAKURA塾に応援に来てほしい施設等があ
りましたら是非声をかけてください。また、新しいメ
ンバーも大募集中です。ほぼ毎月オーディションを
行っていますので、知り合いの方でお子様をご当地ア
イドルとして活躍させたい方がおられましたらご紹介
ください。
　今年度もよろしくお願いします。

ASF.BF

「神はすべてを時宜にかなうように造り、また、永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお、
神のなさる業を始めから終わりまで見極めることは許されていない。」
　　　　　　　旧約聖書　　コヘルトの言葉　3章 11 節　　　　　　　　　小野　興子　選　
　

2021 年 7月 6日（火）発刊

　甲府２１ワイズメンズクラブ総会　プログラム

　　２０２１年７月６日 （火）

　　午後６時半〜　　

　　於 ：山梨ＹＭＣＡ３階大澤英二記念ホールベテル

　　　　 
    司会　    小俣寛書記
　⑴開会点鐘　　　　　　　　　　　　　輿水順雄会長
　⑵ワイズソング・ワイズの信条　　　　
　　＊歌は省略　信条は司会者朗読
　⑶今月の聖句・一言　　　　　　　　　小野興子ワイズ
　⑷会長挨拶　　　　　　　　　　　　　輿水順雄会長
　⑸ゲスト・ビジター紹介　　　　　　　輿水順雄会長
　⑹あずさ部長挨拶　　長谷川あや子部長（八王子クラブ）
　⑺総会議事・・議長選出

　　　1) 事業報告・決算報告承認の件
　　　2) 監査報告　　　　　　　　　　　野々垣健五監事
　　　3) 新役員承認の件
　　　4) 新旧会長バッジ交換

　　～　　～　　～　　～　　～　　～　　～　　～　　
　　　5) 新会長挨拶・議長交代　　　　　米長晴信会長
　　　6) 事業計画・予算承認の件
　　　7) 会長所信表明､役員等紹介・挨拶　米長晴信会長
　　　8) 総会終了

　⑻創立 30周年記念事業実行委員長への感謝
　　第 24回東日本区大会実行委員長への感謝
　⑼新会員入会式　　　　　進行：戸田秀幸 EMC委員長
　⑽ハツピーバースデー
　⑾諸報告　　　　　　　　　　　　　　小俣寛書記
　⑿YMCAの歌　　　　　　　　　　　　 省略
   ⒀閉会点鐘　　　　　　　　　　　　　米長晴信会長

◆新会長あいさつ◆
　～2021-2022 年度の抱負～

           甲府 21ワイズメンズクラブ会長
　 　   　  米長 晴信

　新年度に入るにあたり、この１年間をど
のように運営して行くか、方針の一端をお
伝えしたいと思います。
【社会貢献（ＣＳ）活動を重視】
　昨年度に 30周年、東日本区大会という
大きな行事を２つ行い、来年の佐藤重良東
日本区理事就任、第 26回東日本区大会に
向けての準備の年です。こつこつと小さな

社会貢献の積み重ねで実績を残し、クラブとしての実績を残したい
と思います。可能な限り毎月最低１回は活動を組み込めるよう準備
をしてまいります。積極的なご参加をお願いいたします。
【顔の見えるクラブ運営】
　メンバー数が急増し、大所帯となってまいりました。「温故知新」
の精神で、先輩方が積み重ねてきたものを守りながら、バラエティー
に富んだ新しいメンバーの力を加えてよりよいクラブ運営を目指し
ます。ロスターの冊子がなくなることもあり、クラブ独自の名簿の
冊子を作成して連帯感を強化していきます。また、例会の会員スピー
チ、ブリテンのペンリレーによってメンバー自身の情報をより一層
共有し、風通しのいいクラブにしたいと思います。
【出席第一】
　ワイズの信条のなかに「出席第一」とあります。可能な限り第一
例会には出席し、ダメなら第二例会、という意識を共有したいと思
います。不幸中の幸いですが、コロナの影響で zoomを併用した例
会の機会が増え、参加し易くなっています。また、定刻に間に合わ
ない方でも、閉会点鐘までに参加していただければ大歓迎です。

　紙面の関係で文章はここまでとさせていただきますが、何よりも
皆様のご協力なしでは何も実現できません。この１年間、ともに楽
しいクラブ運営をして行きたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。2021 年 6 月 26 日（土曜）献堂式・75 周年記念式典にて

７月に入会させていただきます小林秀雄です。宮
岡さんに誘われて入会いたしました。子供や障が
い者の支援などの活動を行っているということ
で、とても大切な活動ですので参加をさせていた
だきました。得意な分野は「運転」です。マイク
ロバスでの移動で活動をする事もあると聞いてお
りますので、その際はドライバーとして使ってく
ださい！よろしくお願いします。

小林　秀雄　さん



②

2021 年 6月第１例会報告
日時　2021年 6月 1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、   
　　　 会員自宅他
   　　　司会　 廣瀬　健ﾜｲｽﾞ
聖句、一言　　   山縣 譲治ﾜｲｽﾞ
会員スピーチ　  　　　 佐藤 利之ﾜｲｽﾞ

今月もハイブリッド形式にて開催、事業が忙しくな
かなか会合に出席できない佐藤利之ワイズに会員ス
ピーチを依頼し久々に出席頂き、携わっている自動
車業界が急速に変化している中で対応しながら職務
を果たしていきたいと述べられました。
輿水会長最後の例会にて一年間の歩みを報告、最終
行事の 6月 12日開催の第 24回東日本区大会への
協力要請と会員皆さんの一年間の協力に感謝と挨拶。
米長副会長による次期会長方針呈示、役員候補、各
委員会委員候補の紹介が有りました。ハツピーバー
スデーでは出席された会員だけで 6名が該当。賑や
かに祝福、3月に入籍された露木魁人ワイズを祝福
しお祝いをお渡しした。
Zoomで出席された小原史奈子東日本区地域奉仕・
Yサービス事業主任に一言挨拶を頂きました。今回
も薬袋義人様がZoomでゲスト参加、映像出席の方々
に一言コメントを頂き、最後に諸報告が有り閉会。

第２４回東日本区大会報告

　　　　　　　　　　　　　　大会実行委員長　荻野　清

　第２４回東日本区大会は６月１２日（土）の午後１時３
０分から、“信玄の湯 湯村温泉”「常磐ホテル」において
Zoomウェビナー方式でそれぞれの現地と本会場を結ぶハ
イブリッドな形で開催されました。
　当日午前中は、東日本区のキャビネット及び関係者が東
日本区の各部部長の皆様とZoomによる代議員会を開催
する中、本会場では万全な配信状況を確保すべく配信設備
の作業がおこなわれていました。
昨年７月から始まった今大会の準備は、１２月までにリア
ルな区大会の登録申込みからエクスカーションという３日
間のスケジュール等の資料が整い、このコロナ禍の情報を
得る中、３月初旬に東日本区として、板村理事から少々残
念ながら、ハイブリッド方式の開催とのGoサインが発せ
られました。Zoomウェビナー方式ということで、トライ
＆エラーを続けていく中、急ピッチでそれぞれの作業が進
捗し、リハーサルから本番と、大変でもあり、ワクワク感
もありの日々でした。
　このような中、われわれは初めての経験であるZoom
ウェビナーに対し、常に緊張感を持った対応が功を成し、
ほぼ予定時間通りに大会を遂行することが出来ました。ま
た、理事就任式・理事引継ぎ式では、David Lua 氏がア
ジア太平洋地域会長として、大会初の司式をリモートで務
められたことが記憶に新しいところです。
　コロナ禍の中、配信業者のフォネット社様及び会場協力
の常磐ホテル様、東日本区関係者様、当クラブの皆様そし
て国際関連の皆様にこの紙面をお借りし、ご協力、ご尽力
及びご参加に感謝申し上げます。ありがとうございました。

□2020-2021 年度　東日本区表彰受賞□

①最優秀クラブ賞　会員増強、CS活動、山梨YMCA支援、
SNSによる社会への情報発信などを積極的に展開されま
した。また、区大会のホストを務められました。
②ＹＭＣＡサービス特別賞　山梨ＹＭＣＡ新会館建設にあ
たり尽力されました。新会館建設の為の募金集めでは
2400通のダイレクトメール作戦を 25名で実施。また、
環境美化活動を通して山梨ＹＭＣＡ周辺地域の地元のみな
さんとの交流に力を注いで頂きました。
③ＣＳ献金達成賞、ＡＳＦ献金達成賞、ＦＦ献金達成賞
ＥＭＣ-ＭＣ部門　新入会員獲得最優秀賞（9名）
新入会員獲得最優秀賞　宮岡宏実さん（7名）　ＢＦ募金
達成賞、ＢＦ使用済み切手収集協力賞、ＴＯＦ献金達成賞、
ＲＢＭ献金達成賞、ＹＥＳ献金達成賞、ＩＢＣ締結賞（アデ
レードクラブ・オーストラリア区）　ＰＷＡＬＰ協力賞
全献金達成クラブ

③

7月　JULY　2021年（令和3年） 7月　JULY　2021年（令和3年）

《７月の誕生者》
メン　宮岡宏実（7/4) 鎌田　巖 (7/4)　浅川　貴明 (7/8)
   相川　貴宏 (7/15)　赤池　穣司 (7/16)　功刀　弘 (7/26)
　佐藤　哲郎 (7/28)　村上由美子 (7/30)
メネット　佐藤　彩香 (7/8)　＊佐藤利之令夫人
　依田　礼子 (7/18)　松村　保乃 (7/20)　＊松村禎夫令夫人

Happy Birthday! Happy Birthday! 

前会長挨拶　
2020～ 2021 年度の活動を終えて 　
     
　　　　　　　　　　輿水　順雄

コロナ禍の中「それぞれのプラス
1を」を主題に、会員それぞれの
事情の中で少しでもクラブへの関
わ」りが増えたら大きな力になると
の思いでスタートしました。前期は、 常磐
ホテルでのキックオフ例会、例年以上の盛り 上がりを見
せた新会館での山梨YMCAバザー。佐藤重良実行委員長の
アイデアと実行力のおかげで、充実した内容となった「創立
30周年記念例会」。また、オーストラリアのアデレードクラ
ブとの IBC締結式は、清藤 IBC・DBC委員長と米長ワイズ
の活躍で、リモート形式ではありましたが、素晴らしい内容
となりました。その後は、コロナ感染拡大によりチャリティー
ラン、クリスマス例会、新年合同例会と中止が続きました。
1月には、クラブに大きな貢献をしていただいた茅野崢ワイ
ズがご逝去されると言う悲しい出来事がありました。2月以
降は、Zoomによるハイブリッド形式での例会となりました。
その間、3グループに分けての懇親会、山梨YMCA周辺へ
のフラワーポットの設置、富士五湖クラブ主催の「障がい者
フライングディスク大会」への支援、国際協会提唱の清掃活
動「Week4Waste」への参加などを行いました。6月にはビッ
グイベント第 24回東日本区大会を、荻野清実行委員長の献
身的な働きにより成功させました。こうしたクラブの活動を
まとめたブリテンは、大変編集にご苦労いただいたと思いま
すが、毎月内容の充実したものになりました。また、宮岡ワ
イズを始めとする皆様のご尽力で、会員も前年プラス 10の
48名となりました。皆様のご協力に心より感謝しながら、
米長晴信会長にバトンを渡したいと思います。
　

第24回　東日本区大会　開催！
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薬袋義人さん

《6月例会出席者》
会員数 48名、例会出席者数 33名、
其の他行事出席者 3名　計 36名　　３６÷48＝75％

佐藤利之ワイズ

①東日本区大会旗
②東日本区理事交代
板村理事→大久保理事


