
はじめに

　1950年5月19日、わが甲府ワイズメンズクラブは日

本区、第22番目のクラブとして認証され、1ヶ月後の

6月24日チャーター・ナイトをもって活動を開始し、

爾来半世紀ひたすら地道の努力を重ねつつ、明年を

もって50周年を迎えることとなった。　

　洵に銘すべきことである。去る6月8日の本年度最

終例会の席上、7月スタートの新年度で特にこの50周

年を覚えてブリテンを拡大4ページ版とし、とりわけ

第3面には“甲府ワイズ物語”を掲載することを役員

会で決めるに当たって、現会員で今や最古参の一人と

なった私、布能壽英に暫く続けて投稿せよとの依頼を

受けた。

　省みると、間もなく齢72歳を迎え、記憶力はもとよ

り、視力も筆力もとみに衰えを自覚する身に、かかる

重責がはたして完うすることができるや否や、まこと

に心もとなき思いであるが、これが恐らく甲府ワイズ

への最後の仕事になることと覚えつつ、渾身の力をふ

りしぼって書くことを決意するに至った。�

　されど結果は、大方の会員のおしかりを被る結果と

なること必定であろうが、なにとぞ諸兄のご海容を賜

わらんことを切に懇願いたす次第である。

　いま私の手許に「山梨YMCA40年史」がある。その第

9章-私と山梨YMCA-に“YMCAと教会”と題した拙文が

のっている。改めて読み返してみて、このできごとが

なかったならば、恐らく私は、ワイズダムとは別の世

界を歩んでいたであろうと思う程、人との出会いの不

思議と、それによって変えられゆく人の歩みの展開に、

深き思いをめぐらさざるには居られない。故に先ずそ

の拙文の紹介をもってこのシリーズの序章とさせてい

ただきたい。

序章　YMCAと教会

　「もし、あの時YMCAとの出会いがなかりせば…」

　「山梨YMCA40年史」への原稿依頼の案内を受けて、

まず私の脳裏をよぎったものは、この感慨であった。�

　戦後、社会の混乱が漸く静まりかけた昭和25年、故

市川規一先生(初代山梨YMCA理事長・甲府ワイズメン

ズクラブ会長)の患者の一人として、時折錦町の診療

室に顔を出していた私にひたすらワイズメンズクラブ

の話しをされた先生は、ワイズメンの本質も、またそ

の依ってたつYMCAの何たるかをも充分に理解できぬ私

を、直ちに入会へと導いて下さった。

　そんな私をして、YMCAで生きようと決意せしめた決

定的な体験は昭和27年、今も当時の全容をまぶたに画

くことのできる、あのなつかしき木造建ての東山荘で

開催された第一回レイリーダー協議会への参加のと

きのできごとであった。出席予定の高野兄が急用で

欠席のため「何でも見てやろう」の気軽な思いで現

地入りした私に、時の同盟副総主事の永井三郎先生

から、代わって私に副議長をせよとの命令、そして

最初の任務は、こともあろうに未だかって一度たり

と祈ったことのない開会の祈祷であった。今まで、

先生方や先輩の祈りは幾度か耳にし、その美しい響

きから、どのようにしてあのような素晴らしい心境

と言葉が沸き出してくるものかといつも驚かされて

いた私にとって、これは青天の霹靂と申すべき一大

事であった。全身冷汗の体験もこの時はじめて味わ

った。無我夢中の二日間がやっとの思いで終った閉

会式の最後に、さきの永井先生から「議長の内海さ

ん副議長の布能さん共にご苦労さまでした」とのね

ぎらいの言葉を耳にした時のうれしさと安堵感は、

今でも鮮やかに記憶している。

　それ以来私は、YMCAとは教会に導いてくれるゲー

トであり、またYMCAとは現存する素晴らしい人々と

じかに出会い、交えるキャンパスであると思うよう

になった。その後、間もなく私は妻と共に甲府教会

の玄関をくぐった。それ以来おぼつかぬ教会生活を

重ねて、1953年3月1日午前5時甲府教会早天祈祷の席

で、秋山悌四郎、高野本男(孫左エ門)両兄と共に、

時の小野善太郎牧師より洗礼をうける恵みにあずか

った。両兄こそ生涯を通して私の心の中で誇りうる

先輩であり、かつ同信の友である。加えて、教会と

YMCAの交わりの広がりは、私ごとき者にも次々とそ

の時代を代表する人物を出会わせてくれた。

　斎藤惣一、矢内原忠雄、南原繁、斎藤勇、古橋柳

太郎、湯浅八郎、等々の諸先生と、それぞれの場で

講義をいただき、また親しくお話しを交わす機会を

与えられたのは、実に教会とYMCAに育てられたもの

のみの特権であった。�

　さらにYMCAには時流を乗り越えて時代を先取りし、

洞察する力をたえず内蔵していることを知った。東

山荘セミナーがその年々かかげるテーマは、その後

の世界の動きや、日本の基本課題の主軸と重なるこ

としばしばであって、まさにYMCAの世界的視野にお

ける先見性を証明して余りあるものであった。�

　私は断言してはばからない。この人間社会に最後

まで残るものは教会とYMCAであると。なぜならばこ

れら二つは共に神の御手によって創られ人類に与え

られた地上最終の「すみか」であることを堅く信ず

るからである。�

　そしてまた、いま迎えんとする山梨YMCA40年の歴

史は、まさに生ける神の恩寵史そのものであると深

く思うものである。(1986年10月1日記)
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第1章　甲府ワイズメンことはじめ

　わが国にYMCA運動の新しい波が押寄せてきたのは、

120年前の1870年代後半であった。

　そして、1880年(明治13年)日本で初子となる東京

YMCAが誕生した。それ以来Yの運動は、大都市を中心

に拡まり、大阪、横浜、神戸、札幌、名古屋、京都、

仙台と全国の中核都市にその歩を延したが1937年6月、

廬溝橋事件(日中戦争の発端)勃発を期に国内情勢は

急変し軍部横暴の悪しき影響は、キリスト教界全般へ

の風圧ともなって、1938年広島YMCAの設立を最後に、

Yの運動は冬眠期に入らざるをえなくなった。�

　1945年7月6日、米機の夜間空襲でガレキの山と化し

た廃虚の甲府の街に若き人物が立ちあがった。その人

こそ、歯科医、市川規一である。�

　彼は医師の家系をひく、クリスチャンホームの長男

として甲府で生れ、少年期を大正デモクラシーで送り

やがて上京、学業を終えるまでの青春時代をキリスト

教リベラル・アーツですごすことのできた稀有なる理

想主義者であった。

　彼は、戦後の混乱に投げ出されて、その行く先を知

らぬ多くの迷える青年に、真の希望を与えるために、

今何をなすべきかを神に祈り求めた。

　その時彼に与えられた“み声”は、この地にYMCAを

創設せよとの「まぼろし」であった。彼は臆すること

なく直ちに決断し、1946年5月1日、戦後日本初のYMCA

として、自身の錦町の家を場所と定め山梨YMCAを発足

することとなった。�

　Yの創立に続く彼の新しいビジョンは、一日も早く

手造りの会館を建てることであった。そのためには、

同士を叫合して何よりもワイズメンズクラブを先ず発

足させ、募金キャンペーンを開始するに優る手立てな

しと思い至り、直ちに行動に移した。�

　かくして山梨Y設立四年後の1950年2月24日甲府ワイ

ズメンズクラブ発起人会を開催、四ヶ月後の6月24日

にはチャーターナイトを迎えることと相成った。�

　市川は募金と会館建設の虫となった。彼は自らの職

業たる歯科の診療をほったらかしにすることなど意に

介せず、連日同士と共に募金に奔走したため、患者か

らおしかりをうけることしばしばであったが、童顔の

笑顔で「すまん、すまん」と詫びを言いつつ、あげく

の果てには、その患者にまで会館募金に協力させてし

まう程の、天性の徳をそなえ与えられていた“徳人”

であった。�

　山梨YMCA初代理事長、そして甲府ワイズメンズクラ

ブ初代会長として自身のすべてを捧げつくした市川規

一はやがて病に伏す身となり1963年5月6日、多くの同

信の朋におしまれつつ永眠された。享年49才。洵に痛

恨のきわみと申すべきである。�

　今、手許に甲府ワイズ10周年記念誌に寄せられた故

市川規一先生の遺稿がある。ここに紹介させていた

だく。　

　

初代会長　市川規一先生遺稿

　　　　　　　　　　　　戦後精神的にも経済的に

　　　　　　　　　　　も動揺して、次代を背負う

　　　　　　　　　　　青少年達の道義の頽廃が著

　　　　　　　　　　　しい時、数名の青年の祈に

　　　　　　　　　　　よって山梨の地にもYMCA運

　　　　　　　　　　　動が生まれ、Yを通して地域

　　　　　　　　　　　社会に奉仕しようとして生

　　　　　　　　　　　まれた甲府ワイズメンズク

ラブも、今年で10周年を迎えるに至りました。戦後、

県下に幾多の国際クラブが誕生し、活動していますが、

県下で最初にチャーターされたのは我がワイズメン

ズクラブであります。�

　甲府クラブの奉仕第一歩がY会館建設でありまして

血の出るような募金運動により青少年の暖かいホー

ムが建設され、Yは勿論地域社会のために大いに役立

っております。ここ10年の歩みを見て、私として実

に長い忍耐と感謝の思い出となり、今後も尚、会員

諸兄と共に貧しい力ではあるが、次代の青年のため

に一生をささげたいと決心いたしました。(甲府ワイ

ズメンズクラブ10年の歩みより転載)

　第2章　受洗と初の「国際大会」参加

　市川先生を中心とする、全会員の燃える情熱と死

に物狂いの募金活動の甲斐あって、念願のYMCA会館は、

当時の百石町、甲府教会と隣接する空き地に、山小

屋風二階建ての瀟洒な建物として完成した。

　それはクラブ発足からわずか6ヶ月という短期間の

成果であり、くしくも1950年12月25日のクリスマス

に開館の運びとなった。この日の落成式には、当時

としては稀に見る、県内外各界を代表する来賓出席

のもと、礼拝による式典、祝会が厳粛、かつ盛大に

執り行われ、参加者一堂が感銘を新たにした。

　敬友高野本男兄と共に私がワイズメンズクラブに

入会したのは、この翌年の1951年2月27日、第二例会

の席上であった。そして3月には、早くもハリスバー

グ(米・ペンシルベニア州)、ウッドストック(加・オ

ンタリオ州)両クラブとIBCが締結された。�
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　当時民力度は全国最下位クラスに甘んじていた山

梨県にあって、この甲府の地に先ずYMCAが、続いて

ワイズメンズクラブが他の地方都市に先駆け相次い

で創設され、加えて“手造り”の「YMCA会館」が極

めて短期間に完成するという、当時のローカルクラ

ブとしては他に例を見ない強力、かつダイナミック

な活動は、全国のYMCA関係者に驚きと感動を与えた。

　さらに大きな出来事は、この甲府クラブから、発

足3年を経ずして3名の会員が同時に受洗したことであ

った。このことは、一にかかって初代会長市川規一先

生の信仰への熱い導きと、強力なリーダーシップによ

るものと思う。�

　1953年3月1日午前5時、日本キリスト教団甲府教会

の「早天祈祷会」において、小野善太郎牧師により、

秋山悌四郎(4代会長)、高野本男(9代会長)、そして布

能壽英(12代会長)の3名は、市川夫妻の立会いのもと

洗礼の恵みに浴することとなった。式を終えた一同は、

市川先生宅に招かれ、冨志夫人心尽くしの温かい朝食

のご馳走にあずかった。�

　さて、それから2ヶ月後の1953年5月、市川規一、曽

根康夫(3代会長)、高野本男の3名は、アメリカのダベ

ンポ－トで開催された国際大会に日本代表として参加、

大会終了後3名は、アメリカ、カナダ、各地のYMCA並

びにワイズメンズクラブを歴訪し、民間外交の成果を

欲しいままにして元気に帰国した。�

　帰国直後の第一例会において、早速国際大会の報告

があり、会員は興味深い内容に時の経つのも忘れて耳

を傾けた。�

　なお、高野、布能とともに受洗した秋山悌四郎兄は、

去る1993年7月26日、惜しくも永眠された。享年79歳

であった。市川先生同様、以下その遺稿を掲載させて

いただくことにする。�

第4代会長　秋山悌四郎氏遺稿

　　　　　　　　　　　　私が4代目会長を務めたの

　　　　　　　　　　　は昭和28年でした。最も強い

　　　　　　　　　　　思い出は、市川、曽根、高野

　　　　　　　　　　　三君をダベンポ－トの国際大

　　　　　　　　　　　会に送ったことでした。当時

　　　　　　　　　　　としては外国に出かけること

　　　　　　　　　　　は珍しい時代で、甲府駅ホー

ムは見送りの人で溢れるばかりでした。出発前夜、横

浜クラブが甲府ナイトと称して盛大に送別パーティー

を開いて下さいました。その翌日、横浜埠頭を静かに

離れるクリーブランド号の船上からいつまでも手を振

っていた三君の姿が、今でも深い印象の中にあります。

三君の米国における活躍は、高野君の報告にある通り

です。又、小方喜羊先生を講師として例会の前、毎回

聖書研究会をもちましたが、先生の病の為中断しまし

た。修養会には山谷省吾先生を御招きしました。聖書

の口語訳で多忙の先生は心よく引受けて下さいました。

登山好きの先生は、その夕、天守台に登りいつまでも、

アルプスの山々を眺めていました。�

　　われ山に向いて目をあぐ�

　　わが助けいずこより来るか�

　　わが助けは、天地の造りぬしより来る。�

　　　　　　　　　　　　　　　詩篇121篇�

この聖句が頭の中をかすめました。(甲府ワイズメン

ズクラブ 30年の歩みより転載)

　

第3章 日本区大会のホストと熱海国際大会

　わが甲府クラブが“眠れる獅子”と言われ始めた

のはいつ頃からか定かではないが、ただその因って

くる理由は、クラブ発足時から常に話題に富み、全

国のクラブから等しく注目される存在でありながら、

“やりそうでやらない”、“何かつかみ所に欠ける”

というクラブを揶揄して贈られた、微笑ましいニッ

クネームであったように思われる。

　反面、当時のワイズは「西高東低」と表現されて

久しい。それは、全国を鳥瞰した時、関西勢は関東

勢を凌ぐとの風説によるものであった。�

　このようにほのかな停滞ムードに覆われていたわ

がクラブにとって、それを一掃するような活力再生

のチャンスが訪れてきた。それは「第26回ワイズメ

ンズクラブ日本区大会」を、甲府クラブがホストと

して開催されることが決定したからである。�

　このことが公表されると、当時の窪田元治会長(第

20代)は、ことの重大さと責任の重さを一身に受け止

め、昼夜の別なく事に当たった。“全ての成功は準

備で決まる”との教えに従い、全会員一丸となって、

丸1年をかけて準備に準備を重ねた。�

　まさに“眠れる獅子”が目覚めて立ち上がったの

である。前年度の名古屋大会の席上で、1971年6月19

日、20日の両日甲府で開催するという、日時、場所

の決定以外は、全て甲府クラブの自主計画に委ねら

れたのである。�

　先ず大会運営のキャビネットは、日本区理事・鳥

居一良(名古屋クラブ)、東部部長・高野孫左エ門(甲

府クラブ)、甲府クラブ会長・山本昭太郎、日本区大

会実行委員長・大塚篤郎という強力メンバーであった。

　準備の中で最大の課題は、“会場を何処にするか”

にあった。協議の結果、「富士急ハイランド」に決

定した。それは、500名にも及ぶであろう全国のワイ

ズメン、メネット、そしてコメットを、安全かつ快

適に収容出来、加えて大会期間中、わが山梨の誇り

である霊峰富士を仰ぎ見ながら、参加者全員の胸に

良い思い出を刻みこませることの出来る場所と施設は、

此処をおいて他にない、との判断からであった。
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　プログラムの核は「甲州太鼓による甲府ばやし」と、

当時から県民の評価が高かった「富士吉田市民合唱

団によるコーラス」となった。�

　　　　　　　　例年6月中下旬の

　　　　　　　　　　　　　　　天候は必ずしも保

　　　　　　　　　　　　　　　証出来ない時期で

　　　　　　　　　　　　　　　もあり、当然のこ

　　　　　　　　　　　　　　　とながら私ども甲

　　　　　　　　　　　　　　　　府クラブ会員の気

　　　　　　　　　　　　　　　　掛かりは、当日の

天気であった。案の定、大会前日は今にも降りだしそ

うな曇天であったが、天の恵みは幸いして、翌朝は束

の間ながら初夏の晴天に変わり、円形型会場の開閉式

ドームから紺碧の青空が覗かれ、周囲のガラス壁面か

らは残雪を頂いた霊峰富士の雄姿がクッキリと眺めら

れ、遠来の参加者からはいつしか歓声が沸き上がり、

満堂に響きわたった。この日本区大会は、掛け値なし

の大成功で完了した。�

　それから4年後の1975年、日本で初の「ワイズメン

ズクラブ国際大会」が開催されるという歴史的な決定

がなされた。それまでの国際大会は全てアメリカで開

催され、それにカナダ、ヨーロッパが散見されるに過

ぎなかった。こうした流れのなかで、国際大会が急遽

日本で開催されることになったことは、第一に、日本

から国際会長として鈴木謙介氏(大阪クラブ)が選任さ

れたこと、第二に、戦後わずか30年という短期間に、

近代史に例を見ない急成長で復興を成し遂げ、世界の

経済先進国の仲間入りを果たすことが出来た日本に、

全世界の関心が集まったことによるものであった。�

　開催期日は、7月12日から15日にかけての4日間、熱

海市のニューフジヤ・ホテルであった。�

　わが甲府クラブからは、丸茂紀彦会長(第25代)をは

じめ、秋山平、角田直人、済本文雄、高野孫左エ門、

大澤英二、石原祥平、中村吉雄、布能壽英の9名が参

加した。全世界からの参加者は、家族を含め実に

1,100名を超え、ワイズ史上かつて例を見ない大集会

となり、広い会場を埋めつくした参加者による友情と

歓喜の輪は、鈴木国際会長の掲げた標語「ワイズメン

途上での出会い」の大合唱となって、熱海の街は不夜

城と化した。�

　国際大会は世界的大会であるとともに、“ワイズダ

ム・ワールド”建設のための総決起大会でもあり、加

えて世界YMCAの共同奉仕事業への政策方針発表会でも

あった。

　さてこの国際大会で、決して忘れることの出来ない

感動的な出来事がある。それは、甲府クラブが発足し

て間もなく、IBCのアメリカ・ハリスバーグクラブか

ら贈られた貴重な資金によって始められた「甲府ワイ

ズメン奨学金(ハ

リスバーグ奨学

資金)」の第3回

奨学生(当時峡

北高校在学中)で

あった小尾雅彦

氏が、大会初日

に私どもの部屋を訪ねてこられ、過ぎし日の奨学金

について感謝を述べられ、アジア地区開発援助基金

にと、金参万円を丸茂会長に手渡されたことである。

その後の小尾氏は社会人として大いに成功し、名古

屋クラブの会長も務められていたが、これこそまさに、

ワイズダムが与えてくれた貴重な出会いであった。�

　協議の末、この貴い金を、ハリスバーグから参加

中のロン・バーガー兄にこの趣旨を伝え、ハリスバ

ーグクラブを通じて彼の篤い志を援助基金に捧げる

ことにした。�

　ところで、私どもが熱海に向かう往路、そして帰

路とも、何という天気のいたずらか、7月中旬として

は考えられない、一寸先も見通せない濃霧の箱根路

であった。見失ってしまった先導車は、その都度後

続車を慎重に待った。手探りの後続車はやがて霧の

中から現れて、お互いに安堵の笑みを交わす。この

ようにして私どもは、大会への道すがら、すでに「ワ

イズメン途上での出会い」の大会標語を豊かに体験

したのである。�

　最後に「第26回ワイズメンズクラブ日本区大会」

に対する山本昭太郎会長(第21代)の回顧のことばを“ワ

イズ30年の歩み”から転載させていただくことにする。

　

第21代会長　山本昭太郎

　万国博の次の年、第26回日本区大会をホストした年、

クラブ20周年記念の年、旧YMCA会館最後の年、こん

な多彩な年に私は第21代会長に指名されました。全

国から400名のワイズメン、メネット、コメットが富

士急ハイランドに集まり、すばらしい演出の中で大会、

大夕食会が開かれた日本区大会の印象は今も忘れ難

いものがあります。それに至るまでの準備が大変な

もので、大塚大会実行委員長をはじめクラブの総力

をあげて「大会を成功させよう!」を合言葉に燃えた

年でした。最初は気勢があがらず心配した時もあり

ましたが、眠れる獅子もついに目を覚まし、そのも

のすごい底力によって、大会を成功させたのでした。

精一杯やった充実感にひたりながら、ワイズメンの

暖かさ、良さをしみじみと感じた時でした。そして

クラブ全員が「ほんとにお疲れ様!」という言葉がぴ

ったりする年でした。いざとなればやれる、そんな

自信はあの時生まれたのだと思いました。(感謝)
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第4章　親クラブとなって

松本クラブ・甲府21クラブの誕生

　ワイズメンズクラブが掲げる最も重要な活動は、

クラブ・エクステンション(創設)にある。�

　それは日本のキリスト教伝播が、ひたすら使命感

に満たされて、派遣されることを天命と受け止め、“そ

の行く所を知らずして”すすんで大海を渡り、見知

らぬ異国の日本に移住し、全身を捧げ尽くして伝道に

専心した宣教師の崇高な精神に、その伝統の源流を置

くワイズ魂のなせる業として、いつしか新しいクラブ

が生れ育ち、やがては親となって子クラブを生んでゆ

くという、クラブ・エクステンションのたゆみない連

続運動こそが、我々が求めて止まないワイズメン理想

主義実現への飽くなき行動形式であった。

　さて、1950年発足の甲府クラブも30年を過ぎ、既に

成人となり、かって親クラブから与えられた忘れ得ぬ

誕生の歓びと感謝を行動に現したいとの気運が高まっ

ていた。

　1981年、我々がかって教えられ、歩んできたクラブ

の軌道のプロセスに従って、近隣松本の地に、先ず

YMCAを創立すべく行動を始めたが、諸々の事情から、

残念ながら不発のまま数年が過ぎたが、1986年、思い

がけなくも、東京クラブ一会員の松本赴任がきっかけ

となり、場面は急速に新たな展開をみることになる。�

　ここで話は少々戻るが、我が国のワイズには、その

草創期より“Yキチ”なる名誉ある称号?をいただく“モ

サ”が全国に点在するよき伝統を築いてきたが、その

一人に松田俊彦兄(東京クラブ)がいた。彼は幹部商社

マンとして転勤を重ね、東京本社に戻る直前の赴任地

が松本となったのである。性格は豪放磊落、その言動

は実に爽やかで、全国の多くの友人から「松田節」と

慕われた一級の“Yキチ”であった。�

　1987年、甲府クラブと松田兄を核とする東京クラブ

連合軍は、「松本クラブ誕生作戦」を一気呵成に進め、

翌1988年8月6日に設立総会、続く10月15日にはチャー

ターナイトを迎えて、第103番目の松本ワイズメンズ

クラブの正式発足をみるに至った。�

　我が甲府クラブも、初の親クラブたる貴重な体験を

なし終え、“生みの感動”を全員で欲しいままにする

ことが許された銘記すべき年となった。�

　松本クラブ認証状伝達式に出席したアジア地域会長

の青木一芳兄(千葉クラブ)は、その祝詞の中で、「信

州には個性的で一家言ある気難し屋さんが多いという

世評ですが、チャーターメンバーの皆さんはそれに当

たるでしょうか。そうだとすると、クラブ運営が心配

な反面、これまで日本区に乏しかった粘りの気風が期

待され楽しみです。」とユニークな言葉で語られてい

る。

　さて、1950年発足の我が甲府クラブは、間もなく

40周年を迎えるに当たり、記念行事に何をなすべき

かを全員で討議を重ねた結果、愛してやまぬ甲府の

地に「ワイズ第二クラブ創設」を全員一致で決議した。�

　これは2年前に松本クラブ誕生に抱いた感慨をはる

かに上回る壮大なビジョンであった。�

　ことが決まると、その後の団結の堅さとスピード

の速さは甲府クラブのお家芸である。クラブ随一の

アイデアマンの大塚篤郎兄を創立40周年記念事業実

行委員長に、行動力ナンバーワンの山本昭太郎兄を

新クラブ設立準備委員長として、精緻な計画と周到

な手順によって、短期間に準備は完了し、1990年10

月14日山梨YMCA会館において設立総会を、続く11月

25日岡島ローヤル会館において、日本区第108番目の

クラブとして甲府21ワイズメンズクラブ加盟認証状

伝達式が挙行された。�

　この新生クラブの最大の特色は、23名の新会員す

べて、一人の漏れもなく、過去、そして現在YMCA運

動に関わっていることである。ある会員はハイYのメ

ンバーとして、あるいはボーイスカウト団員として、

さらにはいずれかの教会員として同じ信仰を貫いて

いるボランティアの若き群像であった。なお、当日

贈られた山梨YMCA理事長高野孫左エ門兄の祝詞をこ

こに記載させていただくことにする。�

�

甲府21ワイズメンズクラブの誕生をお祝いして

山梨YMCA理事長　高野孫左エ門

　　　　　　　　　　　戦後の焼け野原の甲府に私

　　　　　　　　　　達が帰ってきたとき、YMCAの

　　　　　　　　　　いきいきとした運動が私達を

　　　　　　　　　　生き返らせてくれました。今

　　　　　　　　　　はなき市川規一先生や沢山の

　　　　　　　　　　先輩たちが、その生き様を通

　　　　　　　　　　して、当時の若者達に、歓び

　　　　　　　　　　と勇気を与えてくれたことを

強く思いおこさせられます。�

　甲府ワイズメンズクラブの誕生は、いくつかの神

話的活動でいろどられていたように想いますが、ワ

イズの活動が山梨YMCAの会館を造り、YMCA活動に息

吹を与えたことは否定できません。�

　山梨のYMCA運動を語る時、甲府ワイズメンズクラ

ブの歩みを抜きにして、40年の足跡を振り返ること

はできません。YMCAは「施設か、運動か」という自

問自答を繰り返しながら、ときに会館建設にみんな

で取組み、英語教育や幼児教育をYMCAの運動理念を

通して具現化し、国際理解や国際交流活動を展開し

つつ青少年活動の拠点づくりに関わってきた轍を、

いま感慨深く覚えさせられています。
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　戦後の40年余りを経て、山梨YMCAが、このたび甲

府駅前ブランチを開館することができました。これ

はいままでにない、大事件であります。

　安定した経営や運営だけを考えていたのでは、

YMCAはその活力を失ってしまうという危機感が、時

と所を得て備えることのできたのが甲府駅前ブラン

チであり、その輝かしい新しい芽がこのブランチで

あります。この器に、「いのち」を与えようと、甲

府21ワイズメンズクラブが誕生されましたことを、心

から嬉しく思います。

　過ぎ去ったものにとらわれることなく、新しい21世

紀を切り開く溌溂としたお働きを展開されることを、

心より期待いたします。

第5章　歴代会長の想いとビジョン

　甲府クラブ歴代会長の語る、クラブを愛して止まな

い想いや言葉は、その年度で自らに負わされているク

ラブ使命達成への決意と、政策課醍へ取り組む情熱的

な姿勢が表れていて、いずれを読み返してみても、感

銘を鮮たにするものがある。限られた紙面に従い、敢

えて数名の方のみ登場いただくことを、先ずお許しい

ただきたい。�

　　　　　　　　　　　　平原貞美兄(第15代会長)は、

　　　　　　　　　　“甲府ワイズ30年の歩み”の中

　　　　　　　　　　　で、「甲府ワイズの歴史は、

　　　　　　　　　　　山梨YMCA会館の献堂の歴史そ

　　　　　　　　　　　のものである」と述べたあと

　　　　　　　　　　　に続いて、「百石町の裏通り

　　　　　　　　　　　から表通りへ、そして中央5

　　　　　　　　　　　丁目の現在地へと、実に3回

にわたり、神の与えたもうた機会を逃すことなく、ワ

イズメンは異常なまでに情熱を燃やしてきた。その異

常さは、常に新しいプログラムにたゆむことなく、果

敢に挑戦し、地域社会に大きく足跡を残しつつ、青少

年を育てるため、自らのオピニオンリーダーとしての

役割を果たしてきた。今や山梨YMCAは、恵まれた素晴

らしい施設と豊かな内容を抱えつつ無限の広がりを求

めて、静かながら未来に向かって力強い歩みを続けて

いる。」と綴っている。�

　　　　　　　　　　　　石原祥平兄(第27代会長)は、

　　　　　　　　　　　山梨YMCAの財務の健全な確立

　　　　　　　　　　　こそ、Y存続の基盤であると

　　　　　　　　　　　主張し、ワイズメンズクラブ

　　　　　　　　　　　も同様に健全財政の上に立っ

　　　　　　　　　　　て、Yへの援助資金を創出し

　　　　　　　　　　　てゆかねばならない、との強

　　　　　　　　　　　い姿勢を貫かれ、次のように

述べている。「“先ずワイズダムを青少年のために捧

げよう”をターゲットに掲げ、内部にあってはアジア

に眼を向けつつ、わがクラブを全国のクラブに知ら

しめるべく、PR活動を方針の基本においた。そして

クリスマス、続く新年の特別例会では、特大級のオ

ークションを実施し、更にはワイズ独自の特設バザ

ーを開催加えることにより、年間50万円を超す資金

を確保することが出来た。そして更に創立30周年記

念事業として、“100万円基金”を高く掲げ、その達

成を果たし得たのは、まさしく例会運営によって積

み重ねた一つ一つの努力の結果の然らしめるものと

確信する。」と結んでいる。

�
　さて、現山梨県知事として日夜を分かたぬ活躍を

されている天野建氏は、知る人ぞ知る甲府クラブ第

26代会長である。天野氏は当時石和町長としての重

責を負われながら、1975年から76年にかけて、クラ

ブ運営にその恵まれた豊かな天分を発揮された。彼

はその回想の中で、「私は会長就任にあたり、“明

日のために若い芽を育てよう”を掲げ、講師を招い

て子供への理解と親の在り方についての講演会を開

催し、更には青少年ボランティアリーダーを招いて

の対話集会等々の開催によって、その達成に努めたが、

いささかきれいごとに終わった感は拭いきれず、気

がかりとなっている。」と謙虚な言葉で結んでいるが、

現在全国に140余クラブを有し、3,200名になんなん

とする会員数を数える全国ワイズメン会員の中で、

会長経験者が3期にわたる現職知事であるという実績

を持つクラブは、恐らくわが甲府クラブのみであろ

うと思うにつけても、クラブ創立以来連綿たる主の

恵みに満たされつつ、たゆみなく歩み続けているこ

とが許されているわがクラブの「至福」を痛感せず

にはいられない。�

　去る1998年12月2日、多くの朋友、会員に惜しまれ

て永眠なされた荒川信三兄(第28代会長)は、その回

想の中で、「私の会長年次に行なわれた北東部会の

席上で、わが畏友輿水正信先輩が満場一致で次々期

部長に推挙されたあの時の感激は、いつまでも忘れ

ることが出来ない。」と述べ、それに続いて「この

ことが私自身への刺激となり、Y'6在籍10余年、いた

ずらに無為に過ごしてきた私に、甲府クラブ会長と

しての自覚と責任を目覚めさせ、この1年間は最も充

実してわが魂を燃焼することの出来た期間となった。

微力ではあったが全力投球した当時を振り返るごとに、

深い感慨と懐かしさ、更には一種の爽やかさに満た

された日々が想い起こされ、それが更に新しく湧き

出ずる泉となって新しい認識に変わり、ワイズメン

に一層の愛着を抱かせる結果となった。従来の様に、

ただ漫然と例会に出席し、食事を供にして解散する

だけのワイズメンであったなら、愛情も愛着も生ま

れないが、自ら役員会で発言し、例会運営に参画し、
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進んで行動に移すことによってはじめてY'6に対する

興味と理解が生まれてゆく、“叩けよ、さらば開か

れん”の箴言が、会長として責任を負ってみて初め

て実感出来たのであった。とも角、この会長体験は

私の人生における一つのエポックであり、実に“わ

が青春に悔いなし”の時代となった。」と力を込め

て述べている。�

　ここに改めて今は亡き荒川兄のみ霊につきぬ愛惜

の念を込めて哀悼の真をお捧げいたす次第である。

　1990年、創立40周年を迎えた甲府クラブは、「新た

な情熱」を主題として、甲府ワイズに相応しい数々の

イベントを実施してきたが、その最も大きなものは「甲

府ワイズメンズクラブの歌」の制定にあったと思う。�

　　　　　　　　　　　　歌詞を会員に募った結果は、

　　　　　　　　　　　我々の予想通り、文芸に秀で

　　　　　　　　　　　国際性豊かな秋山平兄(第19

　　　　　　　　　　　代会長)の創作に決定した。

　　　　　　　　　　　作曲は、日本作曲家協会理事

　　　　　　　　　　　で、芸術祭大賞ともなった「コ

　　　　　　　　　　　タンの歌」をはじめ多くの名

　　　　　　　　　　　曲を手がけられた新鋭、湯山

昭氏が当たって下さった。40周年記念式典の当日、こ

の新曲の初合唱を耳にした会衆の多くの方々から、“そ

ーれ!”の力強い響きが実に素晴らしいとの賞讃をい

ただいた。その後、この歌は「いざ立て」(O1&( 025(

:( 67$1')とともに、例会で隔月に歌い続けられてい

て、私たちの胸に“歓び”を満たしてくれている。終

わりにこの歌詞を記載し、秋山兄に改めてエールを贈

らせていただく。　

甲府ワイズメンズクラブの歌�

作詩　秋山　平　　作曲　湯山　昭�

�
富士の嶺高く　夢のせて　集える人と　肩組んで�

輝くわれら　明日の灯を　求めて共に　歩みゆく�

　そーれ! 甲府ワイズの旗昇る�

�

紫紺の葡萄　日に映えて　肩組む人と　睦まじく�

奉仕の道に　ふれあいを　求めて共に　歩みゆく�

　そーれ! 甲府ワイズの意気上がる�

愛の十字に　和をひろげ　世界の人と　手をつなぎ�

自由と平和の　羽ばたきを　求めて共に　歩みゆく�

　そーれ! 甲府ワイズの鐘が鳴る

終章　永久なる理想を求めて

─ T+,1. G/2%$//< A&7 L2&$//< ─　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際聖句

　�
父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの

内にいるように、すべての人を一つにしてください。彼

らもわたしたちの内にいるようにしてください。そうす

れば、世は、あなたがわたしをお遣わしになったことを

信じるようになります。

　　　　　　　　　　　ヨハネによる福音書第17章21節

　7月から、書きはじめたこの綴りも、ようやく終章

を迎えることとなった。手許の原稿を読み返してみて、

このような貧しい内容の雑文に「甲府ワイズ物語」

という晴れがましい表題をつけていただいて、はた

して良いものであろうかとの思いがつのってくるのを、

何としても禁ずることが出来ない心境である。

　先ずここでお詫びいたさねばならぬことは、間も

なく迎える2000年5月、わが甲府クラブが50周年とい

う記憶新たな輝かしい日を迎えることを充分熟知し

て書き始めたにもかかわらず、これまで述べてきた

ことは、1990年までの40年間の、ほんの寸描のみに

終ってしまっていることである。言い訳がましく、

敢えてその理由を申し上げるとすれば、'90年以後の

歩みこそ、わが甲府クラブにとって重大な時代であ

って、このことは私などでなく、現在クラブの中心

的推進力となって、目覚ましい活躍を続けられてい

る多くの有力な熱情会員の方々に筆を委ねるべきで

あることを、堅く思い至っていたからであった。�

　そして、すでに皆様が感じておられるように、近

年の布能は、最早スリーピング・メンバーのはざま

に身を置く、いわばクラブのお荷物となった存在で

あることを告白しなければならない状態であって、

この思いを抱きながら、この章を終えることをお赦

しいただきたい次第である。�

　さてここで私が強調いたしたいことの最大なるも

のは、どのように思いをめぐらしてみても、わが甲

府クラブの誕生を思う時、世界史のはじまりとして

キリスト教が生まれ、やがて日本に伝播され、さら

に今から122年前の1878年、この山梨の地が、主に真

先に選ばれて日本伝道の場となり、県下で初の教会

として甲府教会が宣教の業をはじめてから、爾来連

綿と断ゆることなく続いているこの事実を源流として、

創立された同士集団こそが甲府ワイズメンズクラブ

であることを、先ずもって確認せねばならぬことで

ある。�
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　そして山梨YMCAは、日本キリスト教青年会同盟の

主要な一翼となって、60年の歴史を築き上げてきた

このYの運動こそ、未来を背負ってゆく若き群像に最

も良き影響を与えて止まない“時”と“所”の提供

体であることを堅く信じて、協力と支援を捧げ続け

ることに“響感”を覚えつつ地道な実践を続けたマ

イノリティによって、ワイズ活動は開始され、今日

に至っているのである。�

　今、私がY.M.C.Aの四文字に寄せている思いを、誤

解を招く恐れを感じつつも申させていただくならば、

先ずはじめの「Y」からは、汲めども尽きることのな

く涌き出でる泉の如きみずみずしい新鮮な若さが与え

られ、時代を乗り越えた“先見”と“革新”とが深く

内在して止まない理想を表しており、次なる「M」か

らは、“人間とは何者か”との人生究極の命題を真正

面に突きつけられながら、解決への糸口としてスピリ

ット、マインド、ボディの正しい調和を探り求めつつ、

人と人との出会いと交わりとが大きく広がってゆく……

さながら鐘の響きの余韻を覚えさせられ、続く「C」は、

人類にくまなく“愛の真理”を示して下さったイエス・

キリストを、“人間の生きざま”と“価値の根源”に

すえて生き抜く決意を私たちに促し、最後の「A」か

らは、私たちがともに高く掲げるビジョンに共鳴する

全ての人々が一つにまとめられて、主のみ声に静かに

耳を傾け、友との信頼を深めつつ、全てを分かち、助

け合って築き上げてゆくパラダイスへの道標であると

思うのである。�

　世界は地上の歴史を刻んで、遂に2000年代に移らん

としている。これはまさしくミレニアム(M,//(11,80)

というまたとない得難き時のはじまりである。このミ

レニアムの言葉には、“至福の千年”、“幻の黄金時

代”という意味を内蔵している。�

　されば我々は、この関頭に立って、「今生かされて

いる私にとって大切なことは何か」を自らに問い、自

らで決め、その主題を己の真正面に据え置いて、眼を

そらすことなく、今からの生涯をかけて取り組んでゆ

くチャンスの秋と考える。�

　山梨YMCAのうえに、甲府ワイズメンズクラブのうえ

に、神のあわれみをこいねがい、ここに筆をおく。

(1999.12.14　完)
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「甲府ワイズ物語」著者

布能壽英さんのこと�

　　　　　 山梨YMCA名誉主事　大澤　英二�

　布能壽英さんが甲府ワイズメンズクラブに入会し

たのは1951年(昭和26)2月27日のことだから50年も前

になる。同クラブはその前年の3月7日に発会式を挙げ、

5月19日には日本区22番目クラブとして国際協会の認

証を受けた。終戦後の甲府に初めての国際クラブの

誕生である。今年は2000年、創立50周年を迎えた。

まさに甲府クラブと共に50年歩んで来られた布能さ

んである。「甲府ワイズ物語」に最適の著者である

ことを誰も否定できない。その布能さんのことを書

くことになった私が最適だとはおもわないが、その

あとについて歩いてきた一人であるのは隠せない事実。

時間も無ければ文才も無い。記憶を辿り、手元の資

料により情報を提供するので読者の参考になれば望

外の喜びである。�

　ワイズメンズクラブに入会するということはYMCA

に入会したことになるので“YMCAマン”として、つ

まり、“ワイズマン”としての布能さんのプロフィ

ールとなる。

1953年　財団法人山梨YMCA理事�

1975年　同　副理事長�

1990年　同　常議員会議長�

1999年　同　理事長�

ワイズマンとしては、�

1951年　甲府ワイズメンズクラブ入会�

1952年　クラブ会計�

1957年　クラブ副会長�

1958年　クラブ会計(再度)�

1961年　クラブ会長�

1975年　日本区Yサ事業主任

1986年　東部部長�

1987年　エルマ－・クロウ賞�
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　布能ワイズメンを語る時、教会との出会いを省略

出来ない。そのことは本文中に記されている。1953

年3月1日、日本キリスト教団甲府教会で小野善太郎

牧師より受洗したことである。この時共に受洗した

のは同じワイズメンの秋山悌四郎さん(故人)と高野

本男(現・孫左エ門)さんで、後日、輿水正信さん(故

人)も受洗している。この出来事は思いがけない喜び

として大変衝撃的に受け取られて全国のワイズメン

に伝えられ、現に「日本ワイズメン運動史-半世紀の

歩み」の中で取り上げられている(P.113)。教会の役

員を永年努め、日曜の礼拝も、くに子夫人と共に欠

かさない敬謙なクリスチャンである。�

　この人の生きざまの源流はここにあるのだと思う。

温厚篤実とはこの人のためにある言葉である。グロ

ーバルに友好的で、だれ彼の隔てなく自然に握手の

できる希有な日本人の一人ではなかろうか。�

　忙しい人である。前記のほか、甲府商工会議所副

会頭、山梨英和学院監事、財団法人布能育英会理事長、

山梨県生涯学習審議会委員、財団法人山梨県青少年

協会理事長、甲府市監査委員会委員、山梨県地方産

業教育審議会委員、山梨県高校入学者選抜制度審議員、

山梨地方労働基準審議会委員などの公職も務める。

数多くの業績に対する地域社会の評価は高い。平成5

年(1993)の紺綬褒賞、昨年の県政功績者表賞など受

賞も多い。�

　後先になってしまったが、布能さんは、職業は、

れっきとした株式会社くろがねや代表取締役会長で

ある。東証二部上場企業にまで成長発展させた。く

ろがねやは、いわば、チャレンジ精神旺盛な行動派

企業。チャンスに満ちた環境で優秀な人材を育てる

ことを常に怠らない企業である。知識集約型の新し

いシステム確立に挑んでいるが創業は文久3年(1863)

の老舗である。老舗の金物屋だった。それをホーム

センターに仕上げた。人々の便利で豊かな暮らしぶ

りを助けるにはこれ以外にないと見据えた先見性は

どこから創り出されたのであろうか。現在くろがね

やは、山梨県内に14店舗、隣の神奈川県に6店舗のホ

ームセンターを持つに至り堅実に進展している。�

　企業は人なりといわれる。布能さんを見ていると

本当にそうだと思う。しかもこの人には深淵な哲学

がある。若者を見つめる人間愛がある。若々しいチ

ャレンジ精神がある。それらがどこから導き出され

てきたのであろうか。その答えは「甲府ワイズ物語」

の終章に見事に語られているのではないだろうか。

　　「甲府ワイズ文庫」収録にあたって�

�
　この「甲府ワイズ物語」は、2000年、甲府クラブ

が創立50周年を迎えるにあたり、甲府クラブのブリテ

ンに1999年7月から2000年1月に亘って掲載したもので、

その後、2000年に小冊子として上梓されました。布能

さんを紹介する大澤英二さんの文章もその時に加えら

れたものですが、その後の受賞について、2件ご紹介

します。

2009年　キリスト教功労者顕彰(財団法人日本キリス

　　　　ト教文化協会)

2010年　東日本区奈良傳賞�

　非売品で発行部数も限られていましたので、10年経

た現在、在庫も少なくなってきました。2000年以降に

入会した会員も増え、甲府クラブの歴史を学ぶ意味で

も、何らかの形で伝えて行かなければいけないと思い

ました。

　幸い「甲府ワイズ文庫」をたちあげましたので、デ

ジタルデータとして保存することにしました。

　今回の編集にあたり、書籍版と違うのは、掲載され

ている写真です。書籍版にあって、これにはないもの、

また逆の場合もあります。

　また、本文中の文字で「高野孫左エ門」さんの“エ”

は、本来は最初の横の一は“跳ね”があります。「ヹ」

の濁点を取ったものです。編集子のパソコンの日本語

プログラムが不充分なためで、お詫び致します。

　　　　　　　(2010年6月12日)


