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「理事メッセージ」 

あいさつ 
 

厳しい寒さが続いておりますが、梅の開花のニ

ュースなどに春の到来が近いことを感じる今日こ

の頃です。みなさまにはお変わりなくワイズダム

にご奉仕いただいていることとお礼を申し上げま

す。 

 さて２月はＴＯＦ（Time of Fast）の強調月間

です。「断食の時」とも呼ばれ、世界の飢餓に苦

しむ人々の苦しみを覚えるとともに生活の向上を

支援するため、例会の食事を抜きにして、その分

の金額を国際に献金し、その年度に定めた途上国

での開発事業に捧げる活動です。現在はＴＯＦ－

ＧＰＦ（グローバル・プロジェクト基金）として、

毎年、応募のあった事業の中から、評価・選定委

員会が審議し、国際議会で承認された事業に補助

金を給付しています。１９７３年の開始以来、ワ

イズメンズクラブ国際協会は、６３０万米ドルの

支援を様々な事業にしてきました。現在は、進行

中の１７事業に今年度選ばれた８事業（ｐ.3‐4

太田主任説明参照）を加え、合計１６カ国におけ

る２５事業を支援しています。居ながらにして世

界の苦しむ人々を支援できる、ワイズならではの

国際協力です。この事業の趣旨を理解し、今年度

も多くのＴＯＦ献金が寄せられることを期待いた

します。 

 また、第２回東西交流会開催が目前となりまし

た。田中実行委員長はじめ多くの実行委員の方々

のご尽力により、４００名近い参加者が得られ、

大変充実した内容のプログラムも備えられました。

必ずや素晴らしい交流が実現するものと確信して

おります。次号で詳細をお伝えできることを楽し

みにしております。みなさま、東山荘でお会いし

ましょう。 

 

TOFの支援によるネパールにおける助産師養成プロジェクト 
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後期半年報がまとまりました。 

 

集計の結果は、純増で９名（入会者数 3７名：

退会者数２８名）と予想したより伸びませんでし

た。大変厳しい状況が続いております。 

ご高齢による退会が目立つようです。お亡くな

りによる退会は 15.3％を占めています。一方で、

1月～3月(インビテーション期間中)に入会予定

者があり、増えるクラブもあります。 

クラブ数は、東京多摩みなみクラブが誕生し、

東京目黒クラブが解散したことで、変わらず６１

クラブとなりました。折り返し地点に立っており

ます。目標達成に向け、みなさまのご協力を宜し

くお願いします。 

  会員増強事業主任 菊地弘生（仙台青葉城） 

 

後期区費、各種献金の送付の締め切りは２月１５

日です。 

 すでに各クラブ会長には東日本区事務所から区

費の請求書と各種献金の目標額の参考資料を郵送

いたしました。期限を守って納入していただきま

すようお願いいたします。 

 

第２０回東日本区大会の登録が始まります。 

 来る６月３日(土)～４日(日)に、「小江戸」川

越で開催される第２０回東日本区大会の登録受付

が２月８日(水)から始まります。また同大会のホ

ームページも同じく２月８日にオープンとなりま

すので、ご活用ください。 

なお、大会のご案内および登録申込用紙は、第

２回東西交流会で直接お渡しいたします。交流会

参加者以外のメンバーには郵送されます。 

みなさまのお申し込みをお待ちしております。 

 

第２７回アジア太平洋地域大会早期申し込み割引

―まだ間に合います。 

第２７回アジア太平洋地域大会は、下記の日程

で、タイのチェンマイで開催されますが、アジア

地域と太平洋地域が一緒になって初めての記念す

べき大会です。 

≪主な日程≫ 

 〇アジア太平洋地域大会     

２０１７年７月２１日(金)～２３日(日）  

会場：エンプレス・チェンマイ・ホテル 

 〇ユースコンボケーション 

  ２０１７年７月１９日（水）～２３日（日） 

会場：チェンマイＹＭＣＡ 

 2016.1.1 2016.7.1 2017.1.1 直近

増減         

入

会

者 

退

会

者 

差引人

数 
 

北海道

部 

４９ ５０  

０ 

 

０ 

５０  ０ 

北東部 １２７ １３７  

６ 

 

１ 

１４２  ５ 

関東東

部 

１３８ １３４  

２ 

 

３ 

１３３ ▲１ 

東新部 ９９ ９０ １

８ 

１

２ 

９６  ６ 

あずさ

部 

１８５ ８３  

５ 

 

５ 

１８３  ０ 

湘南・

沖縄部 

１２２ １２４  

２ 

 

３ 

１２３ ▲１ 

富士山

部 

２００ １９０  

４ 

 

４ 

１９０  ０ 

合計 ９２０ ９０８ ３

７ 

２

８ 

９１７  ９ 
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 〇モスキート・カップ・ゴルフ・トーナメント  

２０１７年７月２０日（木） 

 会場：ノースヒル・ゴルフ・クラブ 

その募集がすでに始まっており、特に１番割引

の効く「スーパー・アーリー・バード（超早期割

引）」の期間締め切りが１月３１日から２月１０

日まで延長されましたので、この期間に申し込み

をされることをお勧めいたします。申込用紙は、

下記のホームページからダウンロードできます。 

http://www.ymcachiangmai.org/27thaspacchiang

mai/index.html 

 

その他、エクスカーションの内容や会場につい

て、またチェンマイの魅力なども、ホームページ

でご覧いただけます。 

また、以下の素晴らしいゴルフ場で、前日の７

月２０日にモスキート・カップ・ゴルフ・トーナ

メントが予定されております。個人選と国別対抗

もあるそうですので、ゴルフ・ファンはぜひ奮っ

てご参加ください。申込用紙のゴルフの欄にチェ

ックをすると、ゴルフ・トーナメント委員会から

連絡が来ることになっています。 

http://www.northhillchiangmai.com/en 

多くの方々が東日本区からご参加くださること

を祈念しております。ご不明の点がございました

ら、区事務所または理事にご遠慮なくお問い合わ

せください。 

             理事 利根川 恵子

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ＪＥＦ基金献金報告（2016－2017年

度直近まで） （敬称略） 
 

浅羽俊一郎（東京山手） 

  20,000円   事業主任を無事終えて感謝   

村杉克己（東京北） 

  30,000円  「胃がん」手術を終えて 

 

小山憲彦（東京サンライズ） 

10,000円 1年間事務所の仕事を終えて 

吉田明弘（東京西） 

10,000円 入会以来 50年継続活動感謝 

中田 成（沼津） 

10,000円 結婚 60年感謝 

 

東日本区会計 吉田 公代                                                                                          

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

新しい仲間 

 
右記の方々が2017年1月1日以降に新しく入会されま

したので紹介します。心から歓迎します。 

（敬称略） 

 

 

１月１１日  多田 修 （石巻広域） 

１月１６日  武藤健司 （十勝） 

１月１８日  青山史恵 （長野） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

国際・交流事業活動―TOF献金の役割

―報告 

国際・交流事業主任  太田勝人（東京世田谷） 

http://www.ymcachiangmai.org/27thaspacchiangmai/index.html
http://www.ymcachiangmai.org/27thaspacchiangmai/index.html
http://www.northhillchiangmai.com/en
http://www.ymcachiangmai.org/27thaspacchiangmai/img/Bibrochure1.jpg
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 今月 2月の強調テーマは「TOF, Time of Fast」

であり、かつ各種献金を区の吉田会計よりも皆様方

にお願い致している”月“であります。皆様方のご

理解、ご協力に対して感謝申し上げます。 

今月の理事通信では、献金していただいた TOFに

ついて具体的に 2016年度は次のようなプロジェク

トに「ワイズメン国際協会」は使用する決定をして、

行動いたしておりますので、そのことをお知らせ致

します； 

１．TOF１６－０１「韓国：プサン YMCAとワイズメ

ン韓国地区による、カンボジャ・ラオス・ミャ

ンマーでの医療の無料奉仕活動」に対して、                   

CHF２４，５００（約 260万円） 

２．TOF16-02 「アジア：モンゴル YMCA－健全な

未来の為に、10代の若者育成プロジェクト」

に対して、 

US$7,988（約 83万円） 

３．TOF16-03 [中南米、カリブ海：ハイチ、アン・

アーバン YMCAによる貧困問題への取り組み]に

対して、 

US$10,000（約 100万円） 

４．TOF１６－０４「アフリカ：マダガスカル Y 

Care Internationalによる農村の若者を元気

づける社会・経済の改善への取り組み」に対し

て、                  

CHF29,500(約 313万円) 

５．TOF１６－０５「中南米：ペルーYMCA、サン・

ボルシャ YMCAの Empendedores Plus プロジェ

クト（国連が目指す貧困対策、環境対策に呼応 

し、首都リマの学校で若者に教育・支援する内

容）に対して、 

US$7,500（約 75万円） 

６．TOF16-06「欧州：スエーデン バステラス

YMCA によるネパールでの孤児や女子への教育、

支援活動」に対して、 

CHF30,000(約 318万円) 

７．TOF16-07「インド：マチリパットナム ワイズ

メンズクラブーPCの扱い方、裁縫仕立ての技

能を貧しさのために困っている女性に教える活

動」に対して、 

  CHF9,143（約 97万円） 

８．TOF１６－０８「インド：カルバンチャル（ケ

ララ州）YMCAによる社会から疎外された人達

に対する技能習得や健康・栄養指導等の活動」

に対して、  

  CHF23,963（約 254万円） 

以上 8件に対して、日本円換算で 1,410万円が

TOF基金から使用され、世界の恵まれない地域で皆

様方の献金が活かされております。 

重ねて感謝申し上げますと共に、引き続きご支援

賜りますよう、お願い申し上げます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

東日本大震災募金・熊本地震募金への

感謝 

東日本大震災対策本部長 利根川 恵子 

 １  １月７日（土）に開催された、在京ワイズ新年会

での募金を下記のとおりお預かりしました。ありが

とうございました。 

東日本大震災募金へ 42,000円 

熊本地震募金へ 42,000円

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

YMCAだより             連絡主事 光永尚生 

javascript:close();
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2月 4日~5日にかけては、YMCA東山荘に、東西並

びに台湾からのワイズメンの交流会が盛大に開催

され、東西になって 20年目の節目を多くの方た

ちとわかちあっていただき感謝です。ワイズメン

ズクラブの協働、連帯の意識、純粋な心に改めて

触れる機会となり感謝申し上げます。 

さて、2月 22日は、全国の YMCAで取り組んで

いる、「ピンクシャツデイ」の 1日です。この取

り組みは、いじめの無い世界を目指すアクション

として、YMCAが取り組んでいる活動のひとつです。

この活動の始まりは、2007年にカナダでピンクの

シャツを着て登校した少年が、ゲイとしていじめ

られたのを見た学生が、50枚のピンクシャツを、

友人・知人に配り翌日登校し、その活動が広がり

自然といじめがなくなったそうです。今年の 2月

22日(水)がピンクシャツデイですが、全国の

YMCA、ワイズメンズクラブの皆様に、体のどこか

にピンク色のものを身に着けていただき、ピンク

シャツデイの意味を、ともに考え、実践する 1日

としていただければ幸いです。皆様も、一緒に実

践して見られませんか。 

YMCAの、ブランドビジョンとして、互いを認め合

い、高め合う「ポジティブネット」のある、豊か

な社会を創ることを目標としていきます。 

https://sites.google.com/a/japanymca.org/pin

kshirtday/updating 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://sites.google.com/a/japanymca.org/pinkshirtday/updating
https://sites.google.com/a/japanymca.org/pinkshirtday/updating

