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「若者は幻を見、老人は夢を見る。」
　使徒言行　録 2：17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清藤　城宏　選
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《11月の誕生者》
＜メン＞
廣瀬　健　(11/16)

赤根　学　(11/19）

《10月例会出席者》
会員数   50 名
例会出席者数  46 名（メネット 4名）
その他行事出席者 　1名
出席率   ９４％
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11 月　会長あいさつ

（敬称略）

甲府 21ワイズメンズクラブ会長
　　　　　　　　　　米長　晴信

急激に寒くなり、秋を通り越して
冬になりつつあります。寒くなる
と感染症のリスクは高くなるので
油断はできませんが、コロナの新
規感染者数が激減し、ようやく社
会に復活の兆しを感じます。
　私どもも例会を始めバザー、
チャリティーランなどの恒例イベ

ントを着実にこなし、充実したワイズ活動を取り
戻していきたいと思います。皆様の積極的な参加
をお願いいたします。
　昨年度の功績が評価され、国際協会から各種表
彰を受賞しました。

　ブースタークラブ賞：甲府２１
　ブースターメンバー賞：荻野清、宮岡宏実

荻野さん、宮岡さん、おめでとうございます。
　例会やイベントをさらに充実させ、一人でも多
くの方にクラブの事を知っていただきたいと思い
ますので、お声掛けをお願いいたします。今年度、
当クラブでは会員増強数の目標はあえて出してい
ませんが、活発に、楽しく活動する事が結果的に
仲間を増やす原動力になります。今まで不自由
だった生活を取り戻し、ワイズライフを楽しんで
まいりましょう！

甲府２１クラブの皆様、宮岡さんに紹介してい
ただき入会した平澤雅人です。県の外郭団体勤
務を終え、飲食業に挑戦しています。まだどの
ような会か分からない事だらけですが、人の世
話をすることが生き甲斐なので皆様とともに活
動できたら幸せです。よろしくお願いします。

「日常を取り戻して前進へ！」

日時　2021年 11月 24日（水）18：30～
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 番のみ
３．ワイズの信条　　　　　　　　 会長朗読
４．今月の聖句・一言　　　　　　 清藤城弘メン
５．会長挨拶，ゲスト紹介　　　　 米長晴信会長
６．バザー・委員会報告　　　　　担当・各委員長
７．ハッピーバースデー
８．入会式　　　　　　進行　戸田秀幸 EMC委員長
９．ゲストスピーチ
　　甲府ミュージアムハウス館長　田辺文子様
10．諸報告
11．ＹＭＣＡの歌　　　　　　     省略
12．閉会点鐘　　　　　　　　     米長晴信会長

１１月例会プログラム

9月入会

平澤　雅人さん

【組織のおさらい】私たち甲府 21 ワイズメンズクラブは、ワイ
ズメンズクラブ国際協会（ＹＭＩ）に属しています。国際協会は、
世界を 8 つの地域（AFR アフリカ ASP アジア太平洋 CAC カナ
ダカリブ海諸国 EUR ヨーロッパ IND インド KOR 韓国 LAM ラ
テンアメリカ USA アメリカ合衆国 ) に分けています。我々はこ
の ASP に属しています。この地域会長は日本の神戸ポートクラ
ブ　大野勉さんです。そのASPの中に日本では、「東日本区」と「西
日本区」という大きな二つの組織があります。そして東日本区は、
北海道部、北東部、関東東部、東新部、あずさ部、湘南・沖縄部
そして富士山部の 7 つの「部」に分かれています。その中であず
さ部には甲府、東京西、東京武蔵野多摩、松本、東京サンライズ、
東京八王子、東京たんぽぽ、富士五湖、長野と甲府 21 のあわせ
て 10 のクラブが所属しています。ブリテン表紙には、東日本区
理事、あずさ部長　そして甲府 21 クラブ会長のそれぞれの主題
（行動方針）が載っていますからご覧になってみてください。
【ASF=Alexander Scholraship Fund について】 
ワイズメンズクラブ創始者ポール・ウィリアム・アレキサンダー
を記念して設置された国際協会の基金、「将来ＹＭＣＡ主事」に
なろうとする青年への財的援助を主たる目的。ＹＭＣＡスタッフ
のトレーニングやＹＭＣＡの財政的支援にも用いられています。
【今できること】
2020 年度の ASF では、コロナ禍で特に打撃を受けた地域の
YMCAに対する支援としてCHF10,000 を供出しました。
私たちは、目の前の山梨 YMCA への支援活動とともに、地球を
見通した募金活動に参加していることに、誇りを持っていきたい
ものです。　　　　　　　　　　　　　　　（文責　水越正高）
＊ＣＨＦはスイスフラン
　Y's Men International　
　9 Avenue Sainte Clotilde　CH-1205 Geneva　Switzerland

　　　　　　　　　　 山梨ＹＭＣＡ総主事　露木　淳司

　バザーとチャリティーランというＹＭＣＡの２大イベ
ントが同じ月の開催となり、その準備をほぼ同時に進行
していくというのは、私にとっても山梨ＹＭＣＡにとっ
ても初めての経験です。今、バザー開催直前、まだどち
らのイベントもどうなるかわからないという状態で、こ
の原稿を書いています。同時に二つの本部事務局の作業
をこなすということが、いかに至難の業であるかという
ことは、10 月に入ってから否応なく襲ってきた業務量の
多さで実感させられています。もしかすると共にパンク
して、どちらも失敗に終わるかもしれない。言いようの
ない不安に駆られます。印刷物の作成、広報活動、渉外
活動、後援や協賛の依頼、備品調達、実行委員会の運営
‥‥。途方に暮れるばかりです。
　ただ、私は確信しています。どちらも問題なく素晴ら
しいイベントになるだろうと。その根拠は何かと言えば、
山梨ＹＭＣＡはワイズメンズクラブと共にある、という
ことにほかなりません。この確信は３回、４回と実行委
員会を重ねるごとに強いものになってきました。ダブル
開催に加えて、コロナ禍にあるということが、さらに困
難さを高めていますが、ワイズメンの皆さまが細部にわ
たって、その解決に向けて知恵と力を結集させてくれて
います。スタッフだけでは到底こなしきれない大規模な
イベント運営ですが、皆さまの多種多様な専門性と豊か
な人生経験をベースに、無限に可能性を広がっていくの
です。
　残り僅かの準備期間、コミュニケーションを密に取り
合いながら、共に地域のために貢献していきたいと願っ
ています。

今月はＡＳＦ強化月間です
ＡＳＦってなんだろう？

＝将来ＹＭＣＡを担う青年への支援＆ＹＭＣＡへの支援募金 はじめての２大イベント同月開催

ワイズメンズクラブって？
新しくはいりたい方も、
すでに入られた方も。
東日本区のスマホ向け
ページです。
他のクラブは何をやっているの？
是非チェックしてみてください。
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バザー用　サツマイモ収穫・キラキラ教室と協働作業
CS ・Yサ活動・・・　実施報告
 
【参加者】
山梨YMCA　キラキラ教室児童８名職員４名
甲府２１　野々垣メネット・松村仁子メネット・松村禎夫・
松村豪夫・寺田・清藤・輿水・小澤公・水越・佐藤重・  
    　　　　　　合計２４名
【日時】　2021年 10月 19日　15時～17時
【場所】　笛吹市　境川町・藤垈の沼田農場で・・・沼田
さんご夫妻のご指導で実施

【実施内容】
１キラキラ教室と協働作業　サツマイモ・大根試し収穫
２甲府２１　・小松菜間引き・下仁田ネギ試食用収穫
沼田さんに今回もサツマイモを植えていただき、子供た
ちと収穫させていただきました。
子供たちにとっては初めてのサツマイモ収穫体験！！
サツマイモを見つけると大歓声が畑に響きました。
沼田さんご夫妻に感謝と御礼申し上げます　　　

　　　  　　報告者　佐藤重良バザー実行副委員
長

IBC アデレードより

バザー用サツマイモ収穫

Dear C.P. Harry
 
Greetings from Adelaide Y service club 
to you and all your members.
 
We are a club of 19 members and hope 
to do further inductions before Christ-
mas.
Our club has a business meeting on the 
first Thursday of each month and a 
social gathering on the 3rd Thursday on 
the month. Our main fund raiser is sau-
sage sizzle ( B.B.Q. )
at a major hardware store. 
 
The Adelaide club celebrated it's 42nd 
birthday last Saturday. Attached is a 
photo of Russell and Jenny Jones as we 
had the celebrations at their home.
 
Adelaide is the capital city of the state 
of South Australia and has a population 
of 1.3 million people but it is still quite 
easy to travel around the city.
We have been very lucky as we have 
had only 1 lockdown through the Covid 
19 which lasted 7 days. Currently we 
have very few cases in South Australia. 
The cases we do 
have are housed in what we call Me-
di-Hotels which are under strict quaran-
tine. Our current restrictions ( which 
will lifted on November 23 ) are wearing 
of masks at all shopping centers as well 
on public transport. Hotels are allowed 
1 person per 4 square meters on their 
premises for social gatherings.
 
Just over 60% of Adelaide people are 
double vaccinated and 73% of people 
have had 1 injection.
 
We are just coming out of winter into 
spring and looking forward to some nice 
weather. However our summers can be 

very warm where temperatures can be 
over 35C for a week at a time.
 
Once again best wishes to you and 
your members 
 
Lyall Hill
Adelaide Club President.

甲府２１クラブ会長米長様、クラブメンバーの皆様、
アデレードYサービスクラブ一同より心からご挨拶申
し上げます。
私たちは会員 19人のクラブで、クリスマス前にはさら
に増員したいと考えています。当クラブでは、毎月第 1
木曜日に例会を開催し、第 3木曜日に懇親会を開催して
います。私たちの主な資金調達方法は、大手金物店で行
うソーセージシズル（B.B.Q.）の売り上げです。
アデレードクラブは先週の土曜日（１０月２３日）に
42周年記念を祝いました。添付されているのは、祝賀
会場となったラッセルとジェニー・ジョーンズさん宅の
写真です。
デレードは南オーストラリア州の州都であり、人口は
130 万人ですが、それでも市内を移動するのは非常に簡
単です。7日間続いたCovid19 での封鎖は 1回しかあ
りませんでしたので、私たちは非常に幸運でした。現在、
南オーストラリアにおいてはほとんど感染者がいませ
ん。症状者は、厳格な検疫下にあるメディホテルと呼ば
れるものに収容されています。現在、すべてのショッピ
ングセンターと公共交通機関でのマスクの着用義務があ
ります（11月 23 日解除予定）。ホテルでの集会は、4
平米あたり 1人以内の制限があります。
アデレード住民の 60％強が２回のワクチン接種を受け
ており、73％の人々が 1回受けています。
こちらでは冬を越え、春に向かい始めているところです。
しかし、私たちの夏は非常に暑く、気温が週１回程度
35℃を超えることがあります。
改めてあなたとクラブメンバーの皆様に心からご多幸を
お祈り申し上げます。
アデレードクラブ会長　
ライオール　ヒル

日時　２０２１年１０月１９日（火）１８：３０～
会場　山梨YMCAｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　3階ホール
　　　　　　　　※ 通常開催（一部Zoom参加）
①バザーについて
　　◉佐藤重良メンより…事前準備及び当日の作業内
容と役割分担について原案提示
②チャリティーランについて
　　◉開催日は１１月２７日 (土 )
◉露木淳司ＹＡＭＣ総主事より…概要説明 → 甲府 21

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　3階ホール
 　　　　　　※ 通常開催（一部Zoom参加）
10月第一例会は、県内及び全国的な新型コロナウイ
ルス感染者数の大幅な減少を受けて、久しぶりの通常
開催（一部Zoomによるオブザーバー参加あり）とな
りました。前あずさ部部長の御園生妙子様も甲府 21
クラブの活動に関心を抱いているとのことで、Zoom
でのご参加をいただきました。
◆会長挨拶では、間近に迫った「チャリティーバザー」
に向けて、ＹＭＣＡの活動を支えるため、社会貢献活
動としてのバザーを全員参加体制で盛り上げていきま
しょうとの呼びかけがありました。また、甲府 21ク
ラブではロースターの全員分購入をする旨の報告もな
されました。11月の例会については、11月24日 (水 )
の第二例会を第一例会的に開催し、その中で入会式を
予定しているとのことです。
◆委員会報告では、各委員長から、会員相互に様々な
情報を共有しながら足元の活動を大切にしていくべ
く、様々な取り組みや協力のお願いが伝えられました。
(例 )…山梨 YMCAニュースの紹介、甲府 21独自名
簿の作成、バザー開催の概要、古切手の収集…等々
◆会員スピーチは、荻野清メン、小澤公紀メン、赤澤
奈美メンの３名に卓話をいただきました。近年のエネ
ルギー事情から、健康診断を通しての体験、デイサー
ビスの様子など、それぞれの専門性や身近な体験を通
しての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…バザー関連の準備日程及び役割分担
の提案と確認
②村松禎夫メンより…最大の売上を目指して頑張りま
しょうとの呼びかけ
③宮岡宏実メンより…バザーに子どもコーナーを新設
するとの報告
③野々垣健五メンより…11/6( 土 )13:30、大沢英二
先生を偲んでの講演会開催の紹介
★参加者数４４名
〔会場参加メン：３８名 (メネット２名 )，zoom参加
メン：４名，ゲスト参加２名〕

2021 年 10月
例会報告 （第一例会）

2021 年 10月
例会報告 （第二例会）

クラブとしては、１０月９日の実行委員会とその後の
甲府 21拡大委員会を経て詳細について会員に伝えて
いく形をとる。
③その他
　　◉米長晴信会長より…１０月１６日 (土 ) 開催の
「あずさ部部大会」についての報告（甲府 21クラブか
らの参加者は１５名）
　　◉１１月２４日 (水 ) の第二例会は、松原豊様の
入会式と田辺文子様（甲府ミュージアムハウス館長）
による卓話を予定
　
★参加者数３６名〔会場参加メン：２６名 (メネット
３名 )、zoom参加メン：７名、ゲスト参加３名〕


