
2022 年 11 月会報

　　　

［今月の聖句］
また、イエスは招いてくれた人にも言われた。「昼食や夕食の会を催すときには、友人も、兄弟も、親類も、
近所の金持ちも呼んではならない。その人たちも、あなたを招いてお返しするかもしれないからである。　
宴会を催すときには、むしろ、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。
そうすれば、その人たちはお返しできないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。」
     ［ルカによる福音書１４章１２節から１４節］  駒田勝彦選

①

〈11月第一例会プログラム〉

「フェローシップとインパクトで次の100年へ」Ｋ・Ｃ・サミュエル　（インド）国際会長
シェン・チ・ミン　（台湾） 「新しい時代とともに、エレガントに変化を」 アジア太平洋地域会長

「未来に向けて今すぐ行動しよう」東日本区理事 佐藤　重良　甲府21
「ワイズへの参加と交流を楽しもう」あずさ部部長 後藤　明久（富士五湖）

甲府21クラブ会長 廣瀬　健 「目標を決断し実行する」　　Go for it！
Ｂ Ｆ

2022 年 11 月 3日（祝）発刊

街路樹の落葉が歩道や車道に舞い散る季節にな
りましたが、皆様お健やかにお過ごしでのことと存
じます。
　ヴァンフォーレ甲府天皇杯優勝おめでとうございます！輿水ワ
イズが前日のあずさ部大会での商品一番くじを引いた時、もしか
してジャイアントキリング来るかも？？と私ながら感じていました！
選手だけの力でなくスタッフ全員の力でしょう！
佐藤理事年度の東日本区大会実行委員会が立ち上がりリアル
開催を目標とし動き始めました。300 名からの参加を見込んで
開催場所を甲府アピオに内定しました。引き続き会員一人一人
の協力なしでは遂行できません。是非皆様よろしくお願いします。
15 日㈯富士五湖クラブ主催で忍野村いちい亭にてあずさ部大
会が実施され甲府 21からは15 名参加。（YMCAマイクロにて
忍野村へ）１１クラブ８０名参加あずさ部の元気の良さを感じま
した。帰り道に YMCA 福田さんお勧め豆腐屋さん忍野八海に
寄り道、楽しいひと時！２１メンバーの皆さんも評議会、クラブ
交流に奮って参加ください。
18 日㈫第二例会にて IYC 参加の下田万葉さんへ援助金贈呈
式、リモートにて衣笠東日本区ユース主任参加。
京都パレスクラブ古川会長一行（４名）例会参加、山梨
YMCA見学、例会後には懇親会を開催し交流を行いました。
西日本区クラブの交流は草津クラブ DBC 以来でした。詳細に
関しましては報告させていただきます。
11 月 3 日バザー境川での
野菜収穫作業、当日の設
営、分担、これも皆様の
協力が不可欠です。昨年
度の実績より少しでもプラ
スになりますようによろしく
お願いします。
向寒のみぎり皆様方お風邪
など召されませぬようにお
祈り申し上げます。

10月巻頭言
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項目　　　　　ニコニコ　　バザー　　クリスマス　　トータル

［会計報告］ 2022 年 10 月末現在

日時　２０２２年 11月15日（火）１8：3０
会場　山梨YMCA　GCC
形態　ハイブリッド開催
　　   司会　寺田ワイズ
　　   会場準備：DBC委員
　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　　　　　　 駒田ワイズ
　５． 会長あいさつ　　　　　 廣瀬健会長
　６． ハッピーバースデー
　７． バザー報告
　８． 諸報告
　９． YMCAの歌
１０． 閉会点鐘

◆2022-2023年度　主題◆

《11月の誕生者》

会長　廣瀬　健

＜メン＞
廣瀬　健（11/16)
赤根　学（11/19）
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□2022 年 10月第一例会報告□

□日時　2022 年 10月4日（火）19：00 ～
□会場　山梨YMCA　GCC・Zoom  ハイブ
リッド開催

10月の第１例会ではゲスト卓話を企画いたしま
した。卓話者に甲府クラブ会長の田中ワイズを
お招きして「TELと半導体業界」と題し、非常
に興味深い内容を講演いただきました。
東京エレクトロンにて様 な々分野で活躍された
田中ワイズの業界についての解説や、半導体に
ついての説明は、非常にわかりやすく、興味深
い内容でした。
我々の身近に起きている半導体不足がなぜ発生
しているのか？時事問題を尖った視点で見ること
のできる貴重な経験となりました。
親クラブである甲府クラブとの今後のさらなる関

甲府 21ワイズメンズクラブ　ブリテン　令和 4年 11月号

卓話の機会を頂きありがとうございました。
皆様に真剣に聞いて頂いたので、少しでも伝わっ
ていれば幸いです。
　この50年間の地政学は、石油の埋蔵量によっ
て決まっていた。 しかし、次の50年は、半導
体製造工場がどこにあるかの方が重要になると
言われ、現実に世界が、その方向に進んでいま
す。これを機に半導体と言う文字が新聞等にあ
れば、興味を持って情報を得てみてください。
きっと世界情勢とのつながりが見えてくると思い
ます。

田中克男

書記　水越正高

10月の卓話より

例会報告

《10月の出席者》
会員数 　　
例会出席者
ゲスト参加者

総出席者数
出席率

50名
31名
7名

31名
62％

係強化の第一歩となる記念すべき例会となった
ことをご報告いたします。

参加者数　30名　【会場参加メンバー：23名
　ZOOM：5名　ゲスト：２名】

□2022 年 10月第二例会報告□

□日時　2022 年 10月18日( 火 )18：00 ～
□会場　山梨YMCA　　GCC
　※ZOOMによるハイブリッド開催

10月第２例会では、京都パレスクラブからゲス
ト4名をお迎えして盛大に例会が開催されまし
た。例会では甲府 21の推薦によりＩＹＣに参加
してきました下田さんに、支援金の贈呈を実施
しました。世界中のユースが集まる場所での新
たな出会いや、同年代の若者の持つパワーを短
期間ながら感じ取って帰国された様子でした。
甲府 21の支援が下田さんの力になれたことを
誇らしく思うとともに青少年育成のために力を尽
くす気持ちが団結したことを感じる時間となりま
した。東日本区ユース主任の衣笠ワイズも
ZOOMにてご参加くださり、ユースに温かいエー
ルを贈っていただきました。
　その他、11月に控えるバザーについての連絡、
東日本区大会の連絡を実施、サプライズにて会
員である輿水ワイズに、山梨が誇るサッカーチー
ム「ヴァンフォーレ甲府」の天皇賞優勝を記念
して花束の贈呈を行いました。
甲府 21だけでなくパレスクラブの皆様にもお祝
いしていただき、大変楽しい会となったことを報
告いたします。
　例会後、両クラブの親善を深めるために親睦
会を実施いたしました。
異なる地、異なる文化の中でのワイズメンの話
は非常に興味深く、会員増強やワイズメン活動
の理解を深めるための時間を作るなど、様 な々
取り組みを共有していただき、学びの多い会と
なりました。この貴重なキッカケを大切にして今
後も絆を深めていくことを切に祈り、再会を約束
し懇親会は結びとなりました。
参加者数　27名　【会場参加メンバー：17名
　ZOOM：5名　ゲスト：5名】

62％
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甲府 21ワイズメンズクラブ　ブリテン　令和 4年 11月号

「歓迎光臨」京都パレスさま あずさ部会 2022.10.8

川上 孝司様 米増 貴雄様

前川 健司様 古川 安雄様

【ミニチュア・バナー】今回京都パレスクラブよ
り頂戴したミニチュアバナーは実に気の利いた
ツールですね。東日本区熱海クラブでは150
本作成して、お邪魔したクラブに置いてくる、と
か。ワイズ同士の交流が盛んになればいいね。
見習いたい！（野々垣 (和 ))

2022 あずさ部部会報告

あずさ部長　後藤明久
2022 年 10月15日（土）11時より15時まで、私の住んでい
る忍野村の「いちい亭」において、あずさ部部会を開催しました。
開会点鐘はやっと開催できたと感無量でした。
ワイズソング＆ワイズの信条の唱和をしました。リアルでのイベント
を行い、久々の出会いにうれしさ倍増のひと時でした。75名が特
に交通の便の悪い忍野村までおいで頂き、涼しい忍野の風を感じ
ていただきました^ ＾
　リアルでの出会いでさらにワイズのつながりを強化にできたと自
負しています。佐藤重良 東日本区理事、中田純子 山梨 YMCA
総主事の祝辞を頂き、あずさ部の力を再確認しました。甲府 21
クラブと八王子クラブにIYC参加費補助金も進呈しました。
  式典を最小限にして、＃ＦＦギター弾き語りフォークデュオの尾崎
夫妻に懐かしい曲を中心に演奏語ってもらいました。音楽の力に
よるワイズのつながりを活性化させた良い機会となりました。皆で
一緒に口ずさむ楽しい時間を過ごせました。
外で集合写真を撮ってから富士五湖クラブ 20周年記念例会を開
催しました。やはり、顔を突き合わせて語り合うワイズの姿は楽し
そうでよかったです。

2022.10.15
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◆YMCA便り◇ ペンリレー
甲府 21ワイズメンズクラブ　ブリテン　令和 4年 11月号

「耳のお供」 佐藤　利之

　だいぶ日が短くなりまして朝夕はめっきり冷え込ん
できておりますが、みなさまお変わりございませんで
しょうか？　例会への出席率悪いにもかかわらず（申
し訳ありません）今回このような機会を与えていただ
きありがとうございます。
　日常、趣味と題材を考えていたのですが、これと
いったものが見当たらず悲しくなっていましたが、５
年くらい前から日常行っていることについて書かせて
ください。
　職業柄（車関係）不特定多数の車を運転する機
会が多く、長いときには一日３、４時間運転している
こともよくあります。以前はただ　ぼーっと運転して
いたのですが、あまりに時間がもったいないと思い
始め友人に相談したところ iPhone にデフォルトで
入っている「Podcast」というアプリを紹介してくれ
ました。Podcast とはインターネットで音声データを
配信するサービスで著名人や専門家のネットラジオ
や英会話教室等様々なコンテンツがあります。音声
は YouTube や本と違い何かをしながら聴けるので
運転中に最適でした。
　私がハマっているコンテンツですが、いつもランキ
ングの上位に位置しているコテンラジオという歴史系
ラジオです。私、お恥ずかしながら学生時代歴史が
とても苦手でした。ただ年号と人物と出来事を暗記
しただけでしたので今はそれすらもほとんど覚えてい
ない始末でした。
　しかしこのラジオでは出来事や人物について、時
代背景や生い立ちをわかりやすく説明しつつ登場人
物の人間臭さについても面白く解説してくれるので歴
史への苦手意識がなくなりました。歴史上の偉人の
とてもすごい功績の裏側の欠落したところなどもあり
面白く聞きやすいのでお掃除や運転中などのながら
聴きにおすすめです。
　最近ではナレーターや声優が本を朗読してくれる
聴く本のオーディオブックというサービスがあったり音
声コンテンツは一番学習効率がいいと思いました。

「変化を楽しむチャリティーバザー」
　　　　　　　　　　
 　　　　　　総主事　　中田　純子
毎年、１１月３日「文化の日」に山梨YMCAチャ
リティーバザーが開催してきました。コロナ禍で
あっても室内中心から、屋外中心に変え実施し
てきたバザー。今年は、疲弊した生活、心の解
放を行うための野外ステージを設置し、自分を
アピールできる場の提供を行うことに決めまし
た。今年発足した、甲府やまなみワイズメンズク
ラブは今年から参加しこの野外ステージを担当
してもらう事になっています。
　人は日常で繰り返し、いる場所、会う人、行
う事が習慣化すると安心しますが、そこに少しで
も変化が起こると戸惑い不安になります。
YMCA は人、地域、社会に寄り添うには、そ
れに逆らい変化に合わせ私たち自身も変化して
いかなくてはならない団体だと考えます。毎年同
じバザー実施ではなく変化を受け入れることを目
指し、更に変化を楽しむことを希望します。
　今年も、形に違いはありますが、すべてのワ
イズメンズクラブの皆様が協力してくださいます。
６２回を迎える今年は今までとちょっとちがいま
す。ぜひこの変化を感じていただきますようお願
いいたします。
　これからも、この先につながる未来に向かっ
て、夢を描き変化し続けることが出来る山梨
YMCAでありたいと願います。

COTEN RADIOは、インターネッ
トラジオです。ＰＣやスマホで聞く
ことが出来ます。まずは検索して
みてください。あなたのＰＣでもお
聞きになれますよ。

▶詳しくは　佐藤利之さんまでお尋ねください。

◆お詫び◆
本誌では、山梨YM
CAグローバルコミュ
ニティーセンターを山
梨YMCA GCCと略
称にしております。2021 年のバザー風景


