
【ワイズの国際事業について】

　私自身、ようやく２回目のワク
チン接種を終え、コロナに対する
不安が少し和らいでまいりました。
まだエチケットとしてのマスクの
着用、摂取済みの人の感染リスク
などもあるので予断は許さない状
況ですが。
　東京西クラブの９月のブリテン
にクラブCS担当の神谷様が「ワ

イズが行う献金について」という記事を載せておられ
ます。私どもの年会費が自動的に様々なワイズの国際
事業の献金にあてられているものの、使途については
チェックが不足しているのでは、という主旨です。国
際協会の一員として全体で何が行われているのか再認
識するのにとても参考になりました。
　実際に調べて行きますととても素晴らしい社会貢献
の事業に使われています。例えばＴＯＦ（断食献金）
では、貧困や教育などの大きなプロジェクトに対して
最大およそ 180万円が支援されています。今年度は
８つの事業に対して支援が予定されています。つまり、
これらの大きなプロジェクトに会員一人一人が貢献し
ているという事になります。改めてこういう事を知っ
ておく事がワイズメンズクラブの帰属意識の高揚につ
ながり、より一層誇りを持って活動できると思い、紹
介させていただきました。われわれの会費は崇高な社
会貢献に使われているという自覚の元、クラブとして
のローカルの社会貢献に臨んでまいりましょう。

【例会プログラム】
　10月例会プログラム

日時　2021年 10月 5日（火）19：00～
会場　山梨ＹＭＣＡｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
   　　司会　小俣寛書記
１．開会点鐘　　　　　　　　米長晴信会長
２．ワイズソング　　1番（音楽）のみ
３．ワイズの信条　　　　　　会長朗読
４．今月の聖句・一言　　　　駒田勝彦メン
５．会長挨拶，ゲスト紹介　　米長晴信会長
６．委員会報告　　　　　　　各委員長
７．ハッピーバースデー
８．会員スピーチ　　
 荻野メン､小澤 ( 公 ) メン､赤澤メン
９．諸報告
10．ＹＭＣＡの歌　　　省略
11．閉会点鐘　　　　　　　　米長晴信会長

　
     　長坂　善雄

私は甲府商店街連盟第 8代会長を承って 18年目
になりました。その中で甲府を代表する大きな祭
りの実行委員長又は副委員長を承り、町の活性化
に寄与すべく活動しております。
　まず信玄公まつりは９千万の費用をかけ、のべ
16万の人々が祭りを楽しみました。
2年前の祭りの人件費は上記の金額には含まれず、
実費に換算しますと 1億を超えております。
また来場者 16万人は、甲府駅の乗降者 1日当た
り 3万人を加えての数であります。
　甲府大好祭は自治会主体のお祭りです。自治会
関係者の方々が高齢化して実動隊は市役所観光課
です。費用は 2千万ほど、寄付金は 3百万ほど、
人件費は計算していません。
小瀬公園の中での祭りで高齢者は行きづらく、県
外の方の参加もまばらです。甲府市の活性化には
無縁で市民サービスの祭りです。
　甲府七夕祭は戦後間もなく始めた商人のお祭り
です。織姫彦星のロマンチックな祭りで、浴衣を
着てオシャレをしてくる若者たちの晴れの舞台で
もありました。22時を過ぎるまで多くの人でにぎ
わったものです。後祭がなく、告知をすることも
なく 10万人規模で人が集まるイベントです。（信
玄公まつりは告知に 2千万です）
　正の木祭も、えびす講祭りも商人の作ったお祭
りです。甲府は商人の街である事がお分かりと思
います。ごきげんよう！！

今年は両方やります。バザーとチャリラン

　　　　　　　　山梨YMCA総主事　露木　淳司
10 月に入って、新型コロナ感染第５波がようやく
収束しそうな雰囲気の中、YMCAではバザーとチャ
リティーランに備え、合同実行委員会が開催され
ました。まだまだ不安は拭い去れない状況ではあ
りますが、バザーもチャリティーランも支援者や
要支援者への期待に応えるためには何としても実
施すべき、という声を受け、万全の対策を講じな
がらリアル開催する方向で決定しました。
　バザーは例年通り 11 月 3 日（水、文化の日）
に行います。昨年同様、飲食はなし。YMCA 新会
館の駐車場とグラウンドにテントを並べて、すべ
て屋外で実施します。まずはびっくり市への献品
集めと、出店者の募集に励むことから始めます。
　そして、昨年中止したチャリティーランについ
ては、11 月 27 日（土）、小瀬スポーツ公園で実施
します。しかし、いつものように協賛企業の社員
の皆さんによる自走チームや、一般の大学生など
による代走チームに走ってもらうリレー方式では
ありません。協賛団体は募集しますが、ランナー
はすべて YMCA の関係者、つまり、年間を通じて
YMCA に通っている子どもたちやワイズメンの皆
さん限定で、チームを編成します。リレーは大人、
子ども同時にスタート、別コースで子どもは走っ
て大人は歩く、という複合スタイルになります。
まだまだ詰めの作業中ですが、ワイズメンの皆さ
んにはぜひ両イベント共に全員参加で臨んで欲し
いと思っています。よろしくお願い申し上げます。

2021 年 10 月会報
　　　

ＹＭＣＡ便り

〈今月の聖句〉

 

10月　OCTOBER　2021年（令和3年）

ペンリレー
きんのペン、ぎんのペン、どうのペン

EMC

①④

主はこういわれる
「様々な道に立って、眺めよ。昔からの道に問いかけてみよどれが、幸いに至る道か、と。
その道を歩み、魂に安らぎをえよ。」
しかし、彼らは言った。「そこを歩むことはしない」と。
 エレミヤ書　6章 16 節　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒田　勝彦　選　　

2021 年 10 月 5日（火）発刊

《10月の誕生者》
＜メン＞
内田 良幸（10/3）
佐藤 重良（10/12）
赤澤 奈美（10/16）
荻野   清（10/19）
米長 晴信（10/21）
市川 正來（10/23）

《9月例会出席者》
会員数　　名、例会出席者数　　名、
　 38÷ 50    ＝ ７６ ％

長坂 善雄（10/25）

＜メネット＞
佐藤 玲子（10 /2）＊佐藤哲郎夫人
野々垣悦子（10/5）＊野々垣健五夫人
松村 仁子（10/5）＊松村豪夫夫人
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10 月　会長あいさつ

（敬称略）

【信玄公祭りHPより】

バザー　11月 3日（祝）

甲府 21ワイズメンズクラブ会長
　　　　　　　　　　米長　晴信



ブリテン委員会では、我々甲府 21 ワイズメンズクラブの大
きな目的である YMCA の支援活動の理解をより深める為、
YMCA のスタッフの方にインタビューを実施することに致し
ました。定期的にインタビューを実施し、皆様にＹＭＣＡの
活動をお伝えしていきます。
　今回は第 1 回。山梨ＹＭＣＡチャイルドケア事業部放課後
児童クラブ　支援員　田草川　啓さんにお話しを伺いました。

「プライムタイム・キッズパラダイス・甲府市放課後　児童ク
ラブの夏休み」

チャイルドケア事業部には野の花保育園、ぽかぽか教室、き
らきら教室、プライムタイム、キッズパラダイス、甲府市放
課後児童クラブ、南西きらきら教室、南西きらきらプラス、
南西プライムタイム、南西甲府市放課後児童クラブ、りんご
の木があります。今回は本館のプライムタイム・キッズパラ
ダイス・甲府市放課後児童クラブの夏休みを振り返ってご紹
介いたします。
午前 8時、YMCAの開館です。「おはようございます！」
夏休みの YMCA は朝から子どもたちで大にぎわい。コロナ
禍でも子供たちにとっては待ちに待った夏休みです。夏のプ
ログラムでは、「お仕事体験」で自動車整備工場に見学に行っ
たり、事務員の仕事、介護士の仕事を体験しました。また、
日本銀行の方に来館いただきお金について学びました。
　「平和」について学ぶ機会もありYWCA主催の「ピースフェ
スタ」にも出かけました。まん延防止措置が出されプログラ
ムの変更がありましたが、お祭りウイークにはリモートで花
火師さんから線香花火作りを教えて頂きました。お神輿しを
作ってみたりお祭りについて調べたり、その最後に毎年恒例
の「夏祭り」を開催しました。皆でゲームを考えて、ゲーム
を作ったり、オリーブの木の利用者さんをお招きし、世代を
超えての夏祭りでした。今回は 21 ワイズを通して、おいし
いタコ焼き、大人には懐かしい瓶ラムネ、冷たいかき氷を用
意して頂きました。有り難うございました。
子どもたちは大喜びで夏のイベントをお友だちと楽しみまし
た。

田草川さん、どうも有
り難うございました。
子ども達の「誰かの役
に立ちたい」という気
持ちを私たちも大切に
育み、一緒になって伴
走して行きたい、と思
いました。　　　　　
　　　　            
 （文責・水越正高）

【例会報告】
２０２１年９月例会報告（第一例会）
日時　２０２１年９月２１日（火）１９：００～
会場　山梨ＹＭＣＡｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
　　　※ ZOOM併用によるハイブリッド開催

９月第一例会は、県内及び全国的なコロナ感染者
数が減少傾向を示している中で、対面とZoomと
を併用したハイブリッド方式で開催しました。前
月に引き続き長谷川あや子あずさ部部長様と部
EMC事業主査の標克明様にも、それぞれZoomと
会場でのご参加をいただきました。
◆委員会報告では、水越ブリテン委員長から、部
独自の会員名簿の作成について、会員にアンケー
ト等を実施後、春頃までの発行を目指して取り組
んでいくとの報告がありました。またCS委員会か
らは、恒例のバザーについて、11月 3日の開催に
向けて実行委員会（宮岡宏実実行委員長・佐藤重
良副実行委員長）を組織して準備を進めていくと
の確認がなされました。
◆続いて行われた「入会式」では、宮岡宏実ワイ
ズの紹介による平沢雅人様を新入会員としてお迎
えしました。平沢様を新たに加え、甲府 21クラブ
会員は 50名となりました。
◆会員スピーチは、飯田剛メンと輿石三鈴メンの 2
名に卓話をいただきました。ご自身の近況報告を
はじめ甲府 21クラブの活動への熱い思いなど貴重
なお話をお聞きすることができました。
◆諸報告については以下の通り
①米長会長より…11月の第一例会については、11
月3日(水)のバザーへの参加または11月2日(火)
の前日準備のいずれかへの参加をもって例会参加
とする。全員体制でのご協力をお願いしたい。
②長谷川あずさ部部長より…10月 16日 ( 土 ) 開
催の「あずさ部大会」（完全リモートでの開催）へ
の参加依頼
③佐藤重良メンより…東日本区の活動の紹介及び
参加の呼びかけ（第１回ワイズ･ナイトフォーラム
報告・10/24 及び 11/21 の内容紹介他、ユースリー
ダー講習会、ミャンマーのYMCへの寄付活動、熱
海土石流災害への寄付活動、東西交流会の参加案
内 等々）
★参加者数３４名〔会場参加メン：２０名，zoom
参加メン：１２名，ゲスト参加２名〕

２０２１年９月第二例会報告
日時　２０２１年９月７日（火）１８：３０～
会場　Zoomによる完全リモート開催

①会長挨拶
　　◉9月 21日の第一例会は状況をみながらハイ
ブリッド開催としたい。（9/12 判断）
　　◉11月の第一例会については、11月 3日の
バザーをもって代える。
②委員会報告
　◉ブリテン委員会：水越委員長より…空いたス
ペー　スへの投稿依頼
　◉ＣＳ委員会：宮岡委員長より…秋のイベント

② ③

10月　OCTOBER　2021年（令和3年） 10月　OCTOBER　2021年（令和3年）

山梨YMCAチャリティーバザーは当初の予定通り 11月
3日に開催します。
バザーの目玉は甲府クラブのびっくり市、バザー全体を
盛り上げる為に甲府２１も様々な企画を現在検討中です。
〇今年の野菜販売について
　様々な野菜を育成中
　・白菜　450束　⇒　300～250束ほど収穫予定
　・大根　500本　　⇒　350本ほど収穫予定　（間引
　　き作業を 9月に実施）
　・その他ネギ、ほうれん草、ゆず等、様々な野菜を提
　　供予定
＊実行委員会等を立ち上げ、バザーの準備及び協力者の
　募集を実施中です。【下記予定表参照】

バザー直前の日程について
【前日】11月 2日　１３時から１７時３０分完了予定
　　イ・テント運搬・設置 6 名　
　　　・会場テーブル・椅子・設営 5名＋メネット 4名
　　ロ・野菜収穫作業　現地１３時００分集合収穫作業
　　　　完了１７時３０分　10名
 ※キラキラ教室と協働
　　ハ　３階ホール　福袋詰め替え　
　　　・１０時から　１２時まで
　　二　YMCAグランド　野菜の袋詰め　
　　　１５時から１７時３０分
　　ホ　ポスター造り・表示

上記５点の作業にお手伝いが必要となります。
緑文字人数が必要です。積極的なサポートをお願い致し
ます。　
【当日】11月 3日
 8 時：集合　10時：開店予定　正午：撤収作業　 
 完了 14時予定

件名　 バザー準備事業　
 ～大根の間引き　キラキラ教室と協働作業～

日時　９月３０日１５時３０分～１６時３０分実施
場所　境川・沼田農場
　イ　 急な雨で　子供たちの　間引きは中止
　　　 ワイズのみんなで　事前に間引きした小大根を　  
 洗って子供たちにお土産で持ち帰っていただいた
　ロ　 沼田さんのご配慮で　住宅を貸していただき
　　 子供たちとジュースを飲みながら交流しました
　ハ　 予想もしていなかった子供たちの行動　沼田さん  
 びっくり
　　 沼田さんに子供たちが感謝状を贈呈していました
　 （８月１０日の夏休みの野菜収穫体験教室のお礼  
 として）
　二　 すべて準備していただいた沼田さんご夫妻に感謝  
 申し上げます
　ホ　 本日出席者　順不同
　・キラキラ教室児童８名・教員４名計１２名
　・甲府２１ワイズ
 寺田メン・寺田メネット・野々垣メネット
　　 廣瀬メン・赤根メン・藤原メン・佐藤重良の計７名
　　 合計１９名でした
　へ　 雨の中　沼田さんご夫妻・YMCAキラキラ教室  
 の皆さんならびに、ワイズメン・メネットの皆さ  
 ん。ありがとうございました

　　　  　　報告者　佐藤重良バザー実行副委員長

を検討中。11月3日のバザーについては実行委員長：
　宮岡宏実メン・副実行委員長：佐藤重良メンで実
　行委員会を組織する。
③その他・諸報告
　◉ワイズ･ナイトフォーラム（全 3回開催）の紹介
　と参加呼びかけ等
　◉バザーのテント昨年並みに準備します

★参加者数２８名〔zoom参加メン：２８名〕

【予定表】
9/1、3　大根種まき　白菜（9/1）苗植え完了
9/21　　同上　第１回　大根間引き　完了
9/30　　同上　第２回　大根間引きキラキラ教室と協働
10/19　サツマイモ堀　収穫　　キラキラ教室と協働
　　　　　１０名＋メネット４名
11/1　福袋のお菓子類入荷袋詰め作業　
 ８名＋メネット４名
11/1　白菜の収穫　運搬　　３００束　　１０名
11/1　下仁田ネギ収穫袋詰め　２００本　
 ３名＋メネット３名

バザー開催の案内と協力依頼

佐藤重良バザー実行副委員長

チャリティラン実施　１１月２７日　
場所　小瀬競技場　全員参加

バザーに向けて

第１回チャイルドケア事業部放課後クラブ


