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①④

一致の勧め
さて、兄弟たち、わたしたちの主イエス・キリストの名によってあなたがたに勧告します。皆、
勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし思いを一つにして、固く結び合いなさい。
【コリントの信徒への手紙　一　一章 10節】選者　日本基督教団甲府中央教会　小林久美牧師
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12 月　会長あいさつ

甲府 21ワイズメンズクラブ会長
　　　　　　　　　　米長　晴信

　１１月はバザー、チャリティー
ランと続き、時間が限られている
中でほとんどの会員、メネットの
皆様にご協力いただき、大成功を
収める事ができました。皆様の明
るさ、熱気で来場者を心地よく迎
える事ができたと思います。本当
にありがとうございました。

　デルタ株との戦いが収束したと思われた矢先、
「オミクロン株」の台頭でまた世界的にコロナ対
策が強化されつつあります。まずは水際対策とい
う事で空路の入国制限が行われていますが、この
記事をご覧になる頃には地域単位で飲食店等の利
用制限も設けられているかもしれません。そのよ
うな中で、全員が安心して各種イベントに参加で
きるよう、ウィルス関連情報の収集とその対策を
しっかりと講じてまいります。野々垣理事長が常
日頃おっしゃるように、「明るく、楽しく」ワイ
ズ活動ができるような運営を心がけてまいりま
す。
　早いもので、今年度の折り返し地点を迎えまし
た。甲府 21として、必要以上に萎縮せず、みん
なで楽しく活動できるように更なる活動計画を立
ててまいります。卓話の講師案、地域貢献活動の
提案、例会やイベントへのゲストのお誘いなど、
ご要望やご意見をどしどしお寄せください。よろ
しくお願いいたします。

「楽しく、前向きに！」 日時　２０２１年１２月１９日（日）１７：００
会場　岡島ローヤル会館

〔第１部　礼拝・第一例会〕　　司会　 　野々垣健五ワイズ
１．開会点鐘　　　　　　　　　　　　　米長晴信会長
２．礼拝　　　　　　　　　　奏楽　 　荻野優子メネット
　　　前奏
　　　賛美歌　258番「まきばとひつじを」
　　　聖書　ヨハネ福音書 1章 1節～ 14節
　　　奨励　日本基督教団甲府中央教会　小林久美牧師
　　　祈祷
　　　賛美歌　264番「きよしこの夜」
　　　後奏
　　　※ ソプラノ独唱 杉田博子様　伴奏 田中様 
３．第一例会
　　　ワイズソング（一番のみ）　　　　　　　　
　　　ワイズの信条
　　　会長挨拶　　　　　　　　　　　　米長晴信会長
　　　ゲスト紹介　　　　　　　　　　　米長晴信会長
　　　※ 沼田ご夫妻への感謝状贈呈
　　　諸報告

〔第２部　懇親会〕　　　　　　司会　 　小俣寛書記　　　
１．オープニングパフォーマンス
　　　FUJISAKURA塾・赤澤奈美ワイズ
２．司会挨拶
３．ハッピーバースデー
４．乾杯　　　　　　　　　　　　　　　佐藤重良次期理事
５．食事・歓談
６．チャリティーオークション
　　　　進行　赤根学ワイズ・市川將來実行委員長
　　　　運搬　水越正高ワイズ・赤澤奈美ワイズ
　　　　会計　古屋秀樹ワイズ
７．閉会謝辞　　　　　　　　　　　　　市川將來実行委員長
８．ＹＭＣＡの歌
９．閉会点鐘　　　　　　　　　　　　　米長晴信会長

〈クリスマス例会 （第一例会） プログラム〉

　　　　　　　　　　 山梨ＹＭＣＡ総主事　露木　淳司

 「コ ロ ナ 渦 だ か ら 大 切 に し た い こ と」 
                       清水     公一
　早いもので、今年も年末を迎える時期になり、毎年一年のサ
イクルの早さに驚かされます。今年もコロナに始まりコロナで
終わり、またコロナの新たな年を迎えることになりそうです。
コロナウィルスが世界に蔓延して、そろそろ二年の月日が経と
うとしていますが、毎日「コロナ」と言う言葉をメディアや生
活環境の中で聞かない日はありません。この二年の月日でこれ
までの生活様式が一変してしまいました。
経験したことのない生活を強いられ、最初は戸惑いの連続でし
た。
家にいてリモートで仕事をこなす人々が増え、子供達はリモー
トで授業を受け「with コロナ」と言う言葉も生まれ、コロナと
共に社会環境も大きく変化してしまいました。
しかし、私自身はイベント企画を仕事としており、全く仕事が
無くなったと言っても過言ではありません。

　そんな中、私の心をホッとさせてくれた出来事をご紹介させ
ていただきます。
昔、お世話になった知人か
ら小冊子が送られてきまし
た。
普段の生活の中から何年も
の思いを書き留めた家族愛
が溢れる素敵なエッセイ集
でした。
拝読して思うことは、ネガ
ティブな世の中だからこそ
大切にしたい家族の絆を改
めて見つめ直す機会になっ
たことです。
そして、自分の想いや思い出を何かの形に残せたら素晴らしい
と思いました。

　私には文才はありませんが、幼少のころから絵が好きで自身
の仕事として絵画ビジネスに携わった時期もありました。
旅行好きな私は、家族旅行の度に気に入った風景などを写真に
収め何時か絵にしようと残していたことを思い出し、最近時間
を見つけては水彩画を楽しむようになりました。
私にとってコロナ渦だからこそ大切にしたいことなのです。
これからも家族との思い出を好きな「絵」にして残せたらと頑
張っています。

　皆様のおかげをもちまして、YMCA 2 大イベントは共に無事
大成功の裡に終わりました。バザーでは、いつものように甲府
ワイズのびっくり市に開店前からお客さんが列をなし、21 ワイ
ズコーナーでは、福袋にお花、大根に古本、竹細工など、テン
ト 6つを使って賑やかにバザールを演出してくれました。また、
富士五湖クラブは、いつものようにおもちゃつりとクリスマス
用品、木工おもちゃにクッキーなどで盛り上げてくださいまし
た。そして、チャリティーランでは、白い甲府ワイズ軍団と緑
の 21 ワイズ軍団、そして黄色の YMCA 職員軍団のトライアン
グル部隊が見事に機能して、4 つの種目が実にスムーズに展開
されました。表彰式に突風が吹いて混乱しましたが、終わる頃
には何とか落ち着いて事なきを得ました。あいにく富士五湖ク
ラブはイベントが重なって不参加でしたが、素敵な抽選会の景
品が届けれ、思いをつないでいただきました。準備から当日運
営までご協力いただいた皆様。本当にありがとうございました。
　YMCA は今やクリスマス一色です。クリスマスはイエス様の
誕生日ですが、イエス様は何のために生まれてきたのでしょう。
「神は、その独り子をお与えになったほどに世を愛された。」( ヨ
ハネ書 3 章 16 節 ) と聖書にあります。これは神様が人のかた
ちになって、馬小屋で生まれて、十字架にかけられるまで、私
たち人類にどのように生きるべきかを示す生涯を送るためだっ
たのです。中にはイエスなんて信じないから」という人がいる
かもしれません。ところが、イエス様はこう言うのです。「あな
たがたが私を選んだのではない。私があなたがたを選んだ。～
互いに愛し合いなさい。」( ヨハネ書 15章 16 節 ) と。イエス様
はその人がイエス様のことを知らなくても、他の神様を信じて
いたとしても、同じように選んでくれて、愛してくださるのです。
だから、クリスマスにはどんな人でもプレゼントをもらえるの
です。

 バザー、チャリランが終わればクリスマス‼

ペンリレー
きんのペン、ぎんのペン、どうのペン

【体験する事の大切さ】
　　　　　山梨YMCA　ぽかぽか教室＆きらきら教室
　　　　　　　　　平賀　佳雅（リーダー名・ひよ♡）

ぽかぽか教室＆きらきら教室が開所され早いもので
4 年がたちました。体育、音楽、個別支援、自由遊
び等の活動を通し、子ども達の健全育成に努めてい
ます。昨年の５月にお引越しをし、広くなった教室で
の各活動や自由遊びの幅が広がりました。そんな中で
も、２１Y’ S の皆様にはキャンプでのカレー作りや、収
穫体験等を通し触れ合う機会が増えました。今年は８月には 夏野
菜の収穫体験や１０、１１月には大根の栽培のお手伝いから収穫まで
行いました。　保護者より『貴重な体験をさせて頂きありがとうござ
います。』や『嫌いな野菜を食べた事を知り、驚きました。』等声が聞
かれました。子ども達からは『楽しかった！！』『今度はいつ行くの？』
『野菜は美味しいね。』等声が聞かれました。子ども達にとって夏や秋
に収穫できるものを肌で感じる事で季節を知り、体や心を育てる事が
出来ました。今年度は野菜販売のお手伝いが出来ませんでしたが、来
年は是非一緒に栽培から収穫まで出来たらと思います。子ども達より
『また一緒に収穫したいです！！よろしくおねがいします。』

《12月の誕生者》
＜メン＞
伏見 和之（12/10）
薬袋　 勝（12 /15）
饗場　 裕（12/20）

＜メネット＞
寺田 岸子（12/7）

（敬称略）
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12月　December　2021年（令和3年） 12月　December　2021年（令和3年）

【例会報告】
２０２１年１１月例会報告（第一例会）
日時　２０２１年１１月３日（水）
会場　山梨ＹＭＣＡｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
※ チャリティーバザーをもって代替
１１月第一例会は、日程的な関係でチャリティーバザーの
実施をもって替えました。宮岡宏実ワイズ・佐藤重良ワイ
ズの正副実行委員長を中心
とした 10月末からの連日
に及ぶ諸準備と当日早朝か
らの取り組みは、まさに甲
府 21クラブが『一丸』と
なる取り組みでした。バザー
の詳細については、関連記
事をご覧下さい。
★参加者数５１名
〔参加メン：４５名 (準備参
加含む )、メネット：６名〕

たのしく開催したバザー
　　　　　　　チャリティーバザー実行委員長　宮岡宏実

　コロナの関係で、中止や 12月の開催などいろいろと検討
された結果、今までと同じ 11月 3日に開催される事が決
まり、急ピッチで準備が進められました。
佐藤副実行委員長に指揮を取っていただいた甲府 21の目玉
「野菜コーナー」には準備の２日間も含めて多くの皆様のご
協力をいただきました。本当にありがとうございました。
　人気の「お菓子福袋」のオマケについては、ヘリウムガ
スが日本に入ってきていないとのことで風船がなかったた
め、ゴム製の「光るおもちゃ」を用意したところ、そのお
もちゃが欲しくて福袋を買い求める人もいました。
　廣瀬副会長の発案で、いつもは単品で販売しているカッ
プヌードルなどの食品をミニ福袋としてセット販売して完
売させました。
　メネットのご協力で、パン販売も行いましたが普通の半
値以下のため、飛ぶように売れていました。
　古書コーナーと竹細工は準備と後片付けが大変なところ
ですが、みなさんで協力して重い本を運んで売り場を設置
してくださいました。
　来場した子供が楽しむところが少ないと感じていたので、
あらたに「子供コーナー」を設置しました。目的は売り上
げよりも子供たちの遊びなので、おもちゃ釣りを２回百円
で楽しんでもらいました。風船のオマケ付き。それでも若
干の利益が出ました。通りかかった子供はほぼ全員遊んで
行きました。
　みなさま、本当にお疲れさまでした！そしてありがとう
ございました！来年もがんばります。

チャリティーラン報告
　　　　　　　　　　　副実行委員長　米長晴信

昨年はコロナのため大会が中止となりましたが、今年は２
年ぶりに開催され、盛況でした。
コロナ対策として外部の方の代走をやめ、子供たち、ＹＭＣ
Ａ職員、ワイズメンズクラブの有志だけの出場となりまし
た。
レース内容は外周を走る長距離型から競技場内で行う短距
離型に変更し、途中でじゃんけんや似顔絵描きをしてもら
うなど障害物競走の要素を加えて、ランナーと裏方のワイ
ズメンが共にレースを楽しむ事ができました。
競技場内だけでレースを行う事で会場にいる父兄の皆様も
ずっと間近で応援できるようになりました。
今年のレースのいいところを活かし、来年のチャリティー
ランにつなげて行きたいと思います。

《11月例会出席者》
会員数   51 名
例会出席者数  48 名（メネット 6名）
出席率   ９４％

11月入会

松原　豊　さん
宮岡さんの紹介で入会させていただいた松原です。石和で
飲食業を中心にいくつかの店舗を経営しています。また、「日
本大衆音楽祭」という歌の国体のようなもの実行委員長と
して今年第一回山梨大会を開催して各部門優勝者をつれて
愛知県の全国大会に行ってきました。今後ともよろしくお
願いします。

２０２１年１１月第二例会報告
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
※ 通常開催（一部Zoom参加）
◉バザー報告…宮岡宏実・佐藤重良正副実行委員長より…
１１月３日開催のバザーについて成果と課題点及び全体収
益について報告がありました。
◉ゲスト卓話…甲府ミュージアムハウス館長 田辺文子様よ
り講話。「国際ソロプチミスト甲府」の立ち上げから今日ま
で綿々と続くボランティア活動についてご紹介いただきま
した。ワイズメンズクラブの活動にとっても示唆に富んだ
お話でした。お話の最後には、甲府 21クラブの発展にエ
ールを送っていただきました。
◉入会式…標克明ＥＭＣ事業主査の立ち会いのもと、松原
豊さんの入会式を行いました。松原さんの入会により甲府
21クラブの会員数は５１名となりました。
◉諸報告
①荻野メンより：熱海への支援金、Challenge2022、名刺
作成について提起
②YMCA露木魁人さんより：チャリティーランのラッフル
についての説明 
③佐藤重良メンより：チャリティーランへの大根の献品、
名刺作成について提起 
について会員に伝えていく形をとる。
★参加者数３２名
〔会場参加メン：２８名、zoom参加メン：３名、ゲスト
参加１名〕

2021 年 11月 3日（祝）　山梨ＹＭＣＡ　バザーにおいて

2021年 11月 27日（土）　山梨ＹＭＣＡ　チャリティーランにおいて


