
ブリテン４月号　会長あいさつ

春の訪れ
　　　　　　　　会長　米長　晴信

　甲府では満開宣言が出され、今月
半ばまで山梨県内桜前線が続きま
す。私はできる限り桜を観に行くよ
うにしておりますが、今年は特に、
桜を観賞する事ができる幸せをかみ
しめて、ウクライナ・ロシアの戦争
に巻き込まれた人たちの無事を祈っ
て行こうと思っています。
　先月のブリテンでひとりひとり、
できる事をやっていきましょうと触
れましたが、3 月 13 日の甲府駅前

緊急募金活動および 15 日の「祈りの会」の第二例会には
メネットの皆様も含め大勢の皆様に参加していただき、ボ
ランティア活動に積極的に参加する素晴らしい会だな、と
改めて実感をいたしました。
　また、佐藤次期理事の提案で、昨年からの継続事業でＹ
ＭＣＡの花植えやキラキラの児童とのジャガイモ栽培・収
穫体験なども行っています。まだまだ活動すべき事はたく
さんあると思いますので何かアイデアがありましたらどし
どしお寄せください。
　さて、春が訪れ、一気にポカポカとした陽気になってき
ました。日によって寒暖の差が激しいので皆様、体調には
くれぐれも留意なさってください。コロナの感染者数が一
向に減らないので、また今月はハイブリッド開催とさせて
いただきます。前回はクセニヤさんのプレゼンにＰＣ、プ
ロジェクターを使用したのでリモート参加の皆様には若干
見づらかったのですが、改善をしてまいります。今年度は
早くもあと３ヶ月。５月には今年度２回目となるチャリ
ティーランの開催が予定されているので、また皆様の積極
的な参加をお願いいたします。

　「新体制となるYMCA」

　桜や桃の花が咲き誇り、心豊かにスタートでき
る素晴らしい季節となりました。足元を見ると、
すみれの紫、たんぽぽ・スイセン・菜の花の黄色、
すずらんの透き通った白い花が優しく咲いていま
す。花々は、いつも変わらずその場で咲き、通る
人たちの心を豊かにしてくれます。
　山梨 YMCA も２年前にオープンした新館で変
わらず 2022 年度を迎えました。しかし、12 年
間総主事を務められた露木総主事が任期満了によ
り退職され、大きな転換期を迎え、この時・この
道が訪れました。
　この春より総主事代理を務めさせて頂き、６月
より正式に総主事を務めさせていただきます中田
純子と申します。先人
の皆様が育ててきてく
ださった山梨 YMCA
という巨木に、これか
らも花を咲かせること
ができるようスタッフ
一丸となり歩みを進め
てまいります。
今後も変わらず YMCA
に集う人々が光輝くこ
とができますように、
ひとりひとり寄り添う
事業を行ってまいりま
すので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたし
ます。　　　
　　　　　　　　　　総主事代理　　中田　純子

　　甲府 21ワイズメンズクラブ　　平澤　雅人

　甲府 21クラブの皆様、こんにちは。
　仕事の関係でなかなか定例会に出席できなくて
申し訳ありません。時間に融通の聞く昼間の時間
に開催されるバザー等のイベントには積極的に参
加させていただきたいと思います。
　なかなか皆様と会う機会が無いので、近況の報
告をさせていただきます。
　私は長年務めていた機関（信用保証協会）を退
職し、この度、縁があって喫茶店をやる事になり
ました。まだまだ何かやりたいと思っていた矢先
の話で、今まで飲食業などやった事が無かったの
で、全て新しいチャレンジです。コーヒーや紅茶、
冷たい飲み物の作り方、提供の仕方、軽食のメ
ニューの作成及び調理人との打合せ等、およそ
３ヶ月の準備を経て昨年１１月に無事にオープン
にこぎつけました。国道 20号線上、竜王にある
「ルーチェ」という名前にしました。イタリア語
で「光・輝き」という意味です。「ドルチェ」と
いう老舗の跡地を改装しました。前のお店からの
お客様も多く来ていただいていますが、時々、私
の前の仕事でご縁があった人たちがたまたま来て
くださったりして、激励されるのが何とも嬉しい
限りです。
　接客業をするにあたり、常に「お客様のため」
という気持ちでやっているのですが、これがなか
なか難しい。お客さんが多く入ったときにドリン
ク・食事の提供で忙しくなるとそれに没頭してし
まい、入店したお客様へのあいさつができなかっ
たり、会計を待たせてしまったり…。しかし、バ
イトの子たちが頑張ってサポートしてくれ、若者
の育成というまた違う醍醐味もあります。
　まだまだ駆け出しの喫茶店店長ですが、竜王方
面を通る時には是非、お越し下さい。よろしくお
願いいたします。
【カフェ＆レストラン　ルーチェ】
甲斐市富竹新田 1473-1　tel 055-269-8558

2022 年 4月会報
　　　

ＹＭＣＡ便り

〈今月の聖句〉

 

ＲＢＭ

①⑧

2022 年 4月 5日（火）発刊

〈4月第一例会プログラム　4月5日（火）〉

ペンリレー
きんのペン、ぎんのペン、どうのペン

《4月の誕生者》
＜メン＞

＜メネット＞
赤池　公子（4/6）
浅川　久子（4/29）

（敬称略）

日時　２０２２年４月５日（火）１９：００
会場　山梨YMCAｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
形態　ハイブリッド開催
　　    司会　 小俣寛書記
１．開会点鐘
２．ワイズソング
３．ワイズの信条
４．今月の聖句　　　　　　　　　 赤池譲司メン
５．会長あいさつ　　　　　　　 米長晴信会長
６．ハッピーバースデー
７．会員スピーチ　駒田 · 佐藤 ( 重 )· 戸田 各メン
８．委員会報告　　　　　　　　　 各委員長
９．諸報告
　　・チャリティーラン 2022について
　　・佐藤東日本区理事バックアップについて
　　・その他
10．YMCAの歌
11．閉会点鐘

【敬称略】

4月　APRIL　2022年（令和4年）

選者　赤池　譲司

あなたがたの天の父は、求める者に良いものをくださるにちがいない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタイ福音書７章１１節

《3月例会出席者》
会員数  51 名
例会出席者数 33 名＋メネット 3名
メイキャップ　　5名（他の行事に参加）
出席率  (33+5)÷51＝75 ％　（3/27 現在）

選んだ色で性格がわかるとか。7色のクリームソーダー

本栖湖　富士桜　駒田勝彦



【例会報告】
２０２２年３月第一例会報告
日時　２０２２年３月１日（火）１９：００～
形態　完全リモート開催

新型コロナウイルス・オミクロン株の急速な拡大により、
２月例会に続き今回もZoomによる「完全リモート開催」
となりました。
例会は、冒頭、ロシア・ウクライナ問題に関わって、米長
会長より「甲府２１クラブとして『平和』について考える
機会や何らかの行動を起こすことを考える必要があるので
はないか。地域社会への貢献も含めて考えていきたい。」
との呼びかけから始まりました。

◆委員会報告◆◆
＜ブリテン委員会＞水越委員長より
・甲府２１クラブ独自名簿のデータ配信について、３月中
にデータ送信する。
・４月ブリテンについて、春の花の写真を募集
・３月号掲載クイズの正解発表！
「コンビニは全国で 55,956 店舗→歯医者の方が多い」

◆◆諸報告◆◆
・「チャリティーラン 2022」５月２１日 (土 ) 小瀬サブト
　ラックで開催決定
・次期あずさ部 EMC事業主査に市川将來メンが決定
・ＣＳ助成金の分配について
・甲府に新ワイズメンズクラブ「甲府やまなみクラブ」設
　立の予定
・荻野メンより、４月２６日開催の「第４回 ワイズ・ナイ
　トフォーラム」についての報告
・小澤会計より、後期会費の納入について
★参加者数２４名

② ⑦

184.0 ％

円

会計報告　〈2022年 3月末現在〉

4月　APRIL　2022年（令和4年） 4月　APRIL　2022年（令和4年）

甲府駅北口　ウクライナへの募金活動

２０２２年３月第二例会報告
日時　２０２２年３月１５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
形態　ハイブリッド開催

３月第二例会は、コロナ禍中にありながらも喫緊の　ロシ
ア・ウクライナ情勢について考え、平和を祈る会としてリ
アルとZoomの併用によるハイブリッド開催としました。
当日は、山梨在住で山梨大や英和中高で教鞭をとっておい
でのウクライナ出身のフォミチョヴァ・クセニヤさんをお
招きして、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が激しさ
を増す中、母国で学校や病院・劇場など一般市民が巻き添
えになる爆撃が続いている状況や、爆撃を避けてアパート
の廊下で夜を過ごしている市民の状況など、厳しい寒さの
中で、想像を絶する日常生活を強いられているウクライナ
の一般市民の生々しい様子を伺いました。そしてお話の最
後には、麦畑と平和な空を意味したウクライナ国旗やウク
ライナの地理・言語・風景・衣食住など平和なウクライナ
の様子もご紹介いただきました。平和なウクライナの日常
と今目の前に広がる悲惨な状況とのあまりのギャップの大
きさに胸が締め付けられる思いがしました。
クセニヤさんのお話の後には、荻野メネットの伴奏により
参会者全員でウクライナ民謡「キエフの鳥の歌」を合唱し、
会の締めくくりにインマヌエル甲府教会の岡牧師様の説教
をいただきながら参会者全員で平和への祈りを捧げて閉会
となりました。
★参加者数　４２名（会員２８名，メネット２名，ゲスト
１２名）
※ 長谷川あずさ部部長様はじめ６名のZoom参加を頂きま
した。

3月 13日正午～午後３時まで、NPO法人「国際協力宮川道場」
などとともに「ウクライナの難民支援のための募金」を行いま
した。メン、メネット合わせて15人も参加していただきました。
炎天下の募金活動、本当にお疲れさまでした。ご参加ください
ましてありがとうございます。
参加した 15 人に加え、宮岡 CS 委員長の「Fuji Sakura 塾」の
子供たちも歌と募金活動に参加。また、松原ワイズの関係者で
音響設備一式を用意してくれました。
     　　　　米長晴信

▶ＹＭＣＡの子供たちと建物の周囲の環境整備活動
●内容　ＹＭＣＡ会館の周囲にプランター花植え
●日時　２０２２年３月２８日１０時から１１時
●場所　ＹＭＣＡ会館グランド・玄関周囲
●参加者　ＹＭＣＡの子供たち小学生１年から５年生と職員 24名
　甲府 21　鎌田・寺田・松村禎夫・佐藤重良・輿水・藤原・淺川・
　赤根　　ゲスト 松本公夫の９名（敬称略）
●好天気に恵まれたＹＭＣＡのグランドで　春休みの　ＹＭＣＡの
小学生と協働作業。小学生約２０名、職員４名と甲府２１＆ゲスト
松本公夫さんと総勢３３名で実施した。
早朝から　赤根メンが市場からセリで購入した新鮮な花と赤根ワイ
ズのプレゼントの花合計５０株を植えた
Ｙサ活動　子供たちとお花を植えて　環境整備は　約１時間で５０
株をきれいに植え　プランターを配置してお水をたっぷりとあげて
終了しました　　
お花もさっぱりしていた様子　
     　　　報告　佐藤重良

 3 月の合計
0

250,000 100,000 50,000

142,7433 月末迄累計

0

270,263円 92,000
円円 円
円円 円

円円 円
184 ％270 ％57 ％

ウクライナ支援募金を行った分、及び甲府 21クラブの会費より
1,000 円 / 人の支援金を合わせ東日本区に送金しました。
 
①　3月 13日街頭募金　　　　  ￥　29,241 円
 （甲府 21，甲府、ふじさくら塾分含む）
②　3月 15日第 2例会時募金　   ￥　10,759 円
③　甲府 21会費分（@1,000＊51人）  ￥　51,000 円

以上、合計￥91,000 円をウクライナ支援金として区へ送金しました。

武田通り沿いの菜の花と桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤重良

大法師公園（富士川町）駒田勝彦
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清藤城宏
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小澤公紀

水越正高 宮岡宏実

3/25　所沢クラブ花見会にて　埼玉県入間市　旧石川組製糸西洋館

宮岡宏実

宮岡宏実 宮岡宏実

宮岡宏実
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しおべテラス梨の木　３階より　　　　　山口　了

信玄公と桜　　　　　　　藤原琢也 宮岡宏実

宮岡宏実大法師公園（富士川町）　　駒田勝彦


