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東日本区理事通信
主

題

『広げよう ワイズの仲間』
“Extension Membership ＆ Conservation”

スローガン『楽しくなければワイズじゃない 積極参加で実りある奉仕』
“Joyful life through Y’sdom Service with Positive action”

強調月間

CS

理事メッセージ
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東日本区理事

栗本治郎

新年度に当たり、各クラブとも新たな方針を持ってキックオフされたことと思います。早くも、一か月
がたちました。７月は、多くのクラブで入会式が執り行われましたこと感謝申し上げます。スタート間も
ないこの時期こそ、今期の理事方針の『広げよう

ワイズの仲間』の会員増強の活動を活発化させて頂き

たくお願い致します。九州を初め多くの地域で豪雨により甚大な被害が出ております。状況によりワイ
ズとしての対応を検討いたします。８月～１０月にかけて、部会が開催されますが、魅力ある実り多き部
会となる事を期待致します。

第１回役員会報告

れたら、早速、準備委員会設立が必要。

２０１７年７月８日（土）、第１回役員会が四谷の

第 1 号協議案：東日本区エクステンション委員会の

日本 YMCA 同盟会議室にて開催されました。出席者

設置の件

は３０名で、議決権者は１６名中１５名が出席しま

ション委員会の提案。以上を協議しました。

複数年任期の委員による区エクステン

した。
議案審議・協議
第１号議案：2016-2017 年度東日本区第４回役員会議
事録承認の件

承認

第２号議案：2016-2017 年度東日本区年次代議員会議
事録承認の件

承認

第３号議案：2016-2017 年度東日本区会計決算承認の
件

承認

第４号議案：2017-2018 年度東日本区主催の会合での
礼拝金贈呈先の件

第２７回アジア太平洋地域大会の報告

東日本区東日本大震災支援募

金および熊本ＹＭＣＡ支援募金とする

承認

２０１７年７月２１日～２３日にタイのチェンマ

第５号議案：第２８回アジア太平洋地域大会開催地

イで開催されました。東日本区からは４７名、西日本

立候補承認の件

承認

区から２３名が参加し約３００名の参加者でした。

開催場所:仙台地域（仙台国際センター）

前日の２０日には、チャリティのモスキートカップ

開催日：2019 年 7 月 19 日（金）～21 日（日）

ゴルフ大会も開催され、東日本区からは９名が参加

第２７回アジア太平洋地域大会（チェンマイ）の時

しました。成績は・・・・・

に開かれるアジア太平洋地域議会において承認さ

２１日の午前中に、アジア太平洋地域議会が開催
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され、２０１９年度第２８回アジア太平洋地域大会

東日本区前期半年報

を東日本区ホストのもと、仙台で開催することが承

前期半年報の集計が出来ました。会員数８８９名、

認されました。日程は２０１９年７月１９日～２１

６１クラブでのスタートです。

日の予定です。
なお、AYC（エリアユースコンボケーション）は,

部名

2016.7.1

2017.1.1

2017.7.1

直近増減

北海道部

50

50

51

1

1９日～２３日に開催され、東日本区から７名、西日

北東部

137

142

140

-2

本区から４名が参加し、総勢３６名の参加でした。

関東東部

134

133

131

-2

90

96

90

-6

あずさ部

183

183

175

-8

湘南 沖縄部

124

123

115

-8

富士山部

190

190

187

-3

東日本区計

908

917

889

-28

次回 AYC 代表に東日本区の永坂 仁（埼玉推薦）

東新部

さんが選出されました。

部会開催の案内
８月１９日
（土）
北海道部部会

（北海道 YMCA）

９月 ９日（土）北東部部会 (宇都宮グランドホテル）
９月１６日（土）湘南沖縄部部会 （ワークピア横浜）
９月２４日（日）富士山部部会

（KKR ホテル熱海）

９月３０日（土）関東東部部会（千葉市美術館さや堂ホール）
１０月１４日(土）東新部部大会

（東京 YMCA 社会体育・保育専門学校）

１０月２１日(土）あずさ部部会

（神楽坂・日本出版クラブ会館）

７月の入会者紹介（１５名転入会されました）
高田一彦さん（千葉クラブ）（横浜より転入）
廣田光司さん（千葉クラブ）（東京より転入）
魚住英昭さん（もりおかクラブ）

前期区費納付の案内

石丸隆章さん（千葉クラブ）（再入会）

区費の送金は、東日本区からの請求書に従い、所定

花輪宗命さん（東京八王子クラブ）

の「払込取扱票」を必ず使用して、期限内に送金をお

古市

願い致します。
「払込取扱票」には、払込人の氏名、

健さん（東京八王子クラブ）

兵頭芳朗さん（鎌倉クラブ）

クラブ名もご記入ください。また、通信欄には、必ず

綾部弘幸さん（沼津クラブ）

払込金の明細をご記入ください。振り込みは８月１

山田敬悟さん（三島クラブ）

５日までにお願い致します。

平田充浩（下田クラブ）
浅倉正昭さん（東京世田谷クラブ）

８月は CS の強調月間です

佐藤百合子さん（東京世田谷クラブ）

それぞれの地域で魅力ある地域奉仕事業活動が展

高橋四郎さん（熱海グローリークラブ）

開されることが、ワイズの知名度アップに繋がりま

櫻井育子さん（石巻広域クラブ）

す。地域奉仕事業を通して、ワイズのことを知り、入

林

会を希望される方もあります。地域に密着した奉仕
活動は EMC に繋がります。
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昭宏さん（石巻広域クラブ）

メネットだより

い。ワイズの情報が満載です。IT アドバイザーの大

7 月 5 日に大村知子メネット委員長のもとメネッ

久保知宏さん（宇都宮）にご連絡頂ければ登録でき

ト委員会が開催され、11 月 25 日（土）に、
「メネッ

ます

トの集い」を横浜中央 YMCA で開催することが決まり

メーリングリストについて

ました。

新メーリングリストサーバの運用
2017 年 8 月 1 日より＠以下が変わり
下記のメールアドレスにて運用開始します。
メーリングリスト
種類
クラブ会長全員＋区
役員会メンバー
各部役員全員＋区役
員会メンバー
北海道部部役員（含
むクラブ会長）
北東部部役員（含む
クラブ会長）
関東東部部役員（含
むクラブ会長）
東新部部役員（含む
クラブ会長）
あずさ部部役員（含
むクラブ会長）
湘南・沖縄部部役員
（含むクラブ会長）
富士山部部役員（含
むクラブ会長）
地域奉仕事業主査・
主任
会員増強事業主査・
主任
国際・交流事業主査・
主任
ユース事業主査・主
任
メネット事業主査・
主任
区常任役員

８月の委員会・役員会他の予定
８月４日（金）CS 委員会
８月７日（月）JEF 委員会
８月９日（水）EMC 委員会
８月１９日（土）北海道部部会
８月２４日（木）常任役員会
８月２５日（金）LT 委員会
８月２５日～２６日
ワイズ・YMCA パートナーシップ検討委員会
８月３０日（水）文献組織検討委員会

ユースボランティア・リーダーズフォーラム
開催のご案内
日程：９月８日（金）～９月 10 日（日）
場所：東京 YMCA 山中湖センター
募集人数：５０名
テーマ：
「今、リーダーに求められること」
実行委員長：大久保知宏（宇都宮クラブ）

JEF 献金
利根川恵子さん３万円
「東日本区理事として、無事任期終了感謝）

ワイズドットコムへの登録について

kaicho

@jerys.jp

ku-bu-yakuin

@jerys.jp

dist-hokka

@jerys.jp

dist-hoku

@jerys.jp

dist-kanto

@jerys.jp

dist-toushin

@jerys.jp

dist-azusa

@jerys.jp

dist-shounan

@jerys.jp

dist-fujisan

@jerys.jp

syusa-cs

@jerys.jp

syusa-emc

@jerys.jp

syusainternat
syusa-youth

@jerys.jp

syusamenette
jyounin

@jerys.jp

区役員

officer-je

@jerys.jp

区役員会メンバー
（委員長・専任委員
等含む）
部長全員

memberyakuinkai

@jerys.jp

dghigashinihon
jigyosyunin

@jerys.jp

ワイズドットコムには東西で約 700 名が登録され
事業主任全員

ています。参加されていない方は、是非登録して下さ
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メーリングリストアドレス

@jerys.jp

@jerys.jp

@jerys.jp

ロースターについて

人は５年前と比較して２．８億人から２．１億人

７月下旬に各クラブに届いたことと思います。訂

に減少し、死亡者も８０万人から４３万人に減

正が必要な個所がありましたら、東日本区事務所ま

少してきています。但しまだ５歳未満のお子さ

でご連絡をお願いします。

んが死亡者の内、７０％を占めている現状です
（WHO からの資料）。

国際・交流事業と献金の使途ご説明

４．YES:

ワイズの新クラブ設立を目指す目的の基

金です。今期は各部に「エクステンション委員長」

前期主任 太田 勝人（東京世田谷）
皆様、日頃のワイズダムへのご奉仕に感謝申し上

を任命して新クラブ設立を目指し、会員増強に

げます。さる 6/2(金)に川越にて開催された東日本区

繋げていく大方針です。どうか献金にご理解が

第４回役員会の中で、献金へのお礼を述べると共に、

深まり、皆で力を合わせていけば大きな成果が

献金にご参加されていないクラブのあることをお伝

得られる事をご理解願えれば幸いです。感謝い

えしたところ、献金の使われ方をもっと PR してほし

たします。

い、との意見を頂きました。

ＬＴ委員会からのメッセージ

主任として、尊い献金の使途 PR については、皆さん

LT 委員長 北村文雄

が読める理事通信とか、皆さんが集まる部大会とか、
その他メール等で都度部長――主査にお知らせして

様々なワイズ改革がそれぞれのクラブで行われてい

いますが、BF,TOF,RBM,YES 等ワイズ用語の略字のた

ると思いますが、ＬＴ委員会でワイズの活性化のた

めか、十分にご理解を得ていないきらいがあるかと

めに「より魅力のあるワイズ」を考えてみました。一

存じます。そこで、以下（再度）判り易くご説明を致

つのヒントにしていただければと思います。

しますので、是非ともご理解を深めていただき、各部

Ⅰ．より魅力のあるワイズとはどんなクラブですか?

の運営、PR, 盛り上げ、そして実績向上へと結び付

①活動が生き生きしている(クラブ)

けていただきたく宜しくお願い申し上げます。また

②充実した例会、常に学びがある(クラブ)

「ワイズ用語」の解説に目を通して下さい。

③YMCA と共に歩む(クラブ)

１．BF:

④幅広い交わりがある(年齢、男女、他クラブ、国際、

日本から他の地域への公式訪問をする時

異文化、異業種) (クラブ)

に、応募して承認が必要ですが、BF 基金から旅
費が支給されます。今までにオーストラリア、イ

⑤地域とのかかわりがあり、社会貢献している(クラブ)

ンド、カナダ、ナイジェリア等々に行かれ、現地

⑥国際的な広がりがある(クラブ)

のワイズの活動を体験し、帰国後要請があれば

⑦無理ない費用で、見合う活動をしている(クラブ)

クラブの例会卓話者として報告してもらってい

⑧参加している実感が、皆持てる(クラブ)

ます。世界に繋がるワイズならではの制度です。

⑨常に前進、変革をしている(クラブ)
⑩他のメンバーへの気配りができる(クラブ)

２．TOF: 「断食の時」を意味し、食事代を献金する
奉仕活動です。

Ⅱ．より魅力のあるクラブにするには?

昨年、国際協会からの発表によりますと、８件を

基本的には「魅力のあるワイズメンズクラブ」を実現

選定し、恵まれない地域での民生向上、自立支援

するための方法を考えることである。
《番号》はⅠに

等々の活動に日本円で１，４１０万円ほど使用

対応している

され、皆さんからの献金がこのような形で大い

a 全員が参加した実感を持てるようにする《①⑩》

に役立っています。

b 楽しい２次会(フランクなコミニケーションの場)

３．RBM: マラリア撲滅関連事業で、国連、赤十字社、

を行う《①④⑧》

新月社、ユニセフ等と協働。

・フランクに自分の思っていることが述べられ、

この献金にて｢蚊帳｣を送り、マラリアに罹った

またお互いに受け入れる
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c 仲間と歩む実感が持てる《①④⑧⑩》

スで開催されます。

・仲間意識を作る

一方で 9 月には７５日間の恒例のステップ研修が、

・メンバ－一人一人への気配りをする

全国の YMCA から、１0 名の参加で開催されます。

d 例会の持ち方を工夫、検討する《②》

今年の特長は、女性が 4 名、男性が 6 名という参加

・皆の知恵を出し合いメンバーでない方も参加し

で女性スタッフの割合が高まっていることは幸いで

たくなる内容

す。

・魅力あるイベントや体を動かす行事の実施

YMCA 東山荘が新本館の竣工をしてからまもなく 1

・他クラブからの学び

年が経過いたします。周辺部の工事も概ね進捗しま

eＹＭＣＡのスタッフやリーダーと関係を深め、共に

した。皆様の、夢と希望が詰められた東山荘の新しい

活動する(たまには飲み会も) 《③》

姿は多くの皆様に今後も用いていただきます。みな

※地域により違い(Y の有無)があるが、可能な限り

さまには一度、ご来荘され新しくなった姿を是非ご

実施する。

覧ください。皆様には時節柄、くれぐれもご自愛の上

f 他クラブとの交流を行う《④⑥》

お過ごしください。

東日本事務所からのお知らせ

・合同活動の実施(例会やプログラム)
g 社会貢献、地域貢献活動をする《⑤》

職員 小山憲彦（東京サンライズ）

・特に地域で求められていることを探し、関係を

今期の業務時間は：月・水・金の 13 時～18 時

作る

TEL：03-5367-6652（FAX 兼用）

・社会的弱者の方々へのかかわりは特に大切

E-mail:yseast2010@gmail.com

h 負担が少ないこと(費用も時間も) 《⑦》

編集後記

・費用軽減の工夫

チェンマイのアジア大会、参加された皆様お疲れ

・補助金(他機関のものも)や寄付の活用

様でした。チェンマイの空は突き抜けるように青く

i 危機感を持ち、自由な発想をする《⑨》

澄み切っていて、ワイズメンバーのエネルギーを象

j その他(共通)

徴しているようでした。

・ (広報での)SNS などの活用

お題目を唱えるだけではなく、いかにそれを具現
化するかが難しいと感じました。

ＹＭＣＡたより

第 21 回東日本区大会
連絡主事 光永尚生

今年の梅雨も、大きな災害が全国各地で発生しま
した。現在も、困難の中にある方たちのことを覚え、
この夏を過ごし、少しでも寄り添える働きを全国の
YMCA ワイズメンズクラブでも進められれば幸いです。
8 月は、全国 YMCA でサマープログラムが実施中で
す。私たちが「心と身体の全人的成長を願う」YMCA の
活動を実感できる季節です。全国 YMCA では夏休みの
期間には国内外キャンプ、スポーツはもちろんのこ
と様々な体験学習の機会と居場所が提供されます。
全国規模の取り組みとしては、御殿場「時之栖」で
の全国サッカー大会、千葉国際水泳場での全国水泳
大会、YMCA 東山荘では、地球市民育成プログラムが
国内とアジアよりの参加を加えた 40 名あまりのユー
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