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「理事メッセージ」 

あいさつ 

いよいよ理事通信最終号となりました。1年

間、お読み頂きありがとうございました。 

さて、私の理事の任期も残すところ 20日とな

りました。「明日に向かって、今日動こう」を主

題として、とにかく区の活性化には行動のみとい

う気持ちで、1年間、できる限りの会議、行事に

出席し、できるだけ多くのメンバー、メネット、

その他関係者と直接お話をする機会を作る努力を

してまいりました。会員増強には大きくはつなが

りませんでしたが、各部長のリーダーシップの向

上、YMCAとの協働の強化には貢献できたのではな

いかと感じております。 

もう一つの重点であった東日本区設立 20周年

記念事業の実施に関しては、第 2回東西日本区交

流会を盛大に開催することができました。また 20

周年記念誌も編纂中です。 

その上、東日本区定款改訂案を年次代議員会で

ご承認いただき、次のステップへと進めることが

できました。 

さらに、別途特集号をもってご報告いたします

が、第 20回東日本区大会も 425名のみなさまの

参加をもって、無事に終了することができまし

た。11名という小さな川越クラブが埼玉・所沢ク

ラブのご協力と、さらには関東東部のご支援によ

り、何とかホストクラブの大役を果たせたことに

感動を覚えます。 

振り返ると長いようで短い 1年でした。各事業

主任、各委員会委員長および委員のみなさま、専

任委員のみなさま、監事、各部部長、各クラブ会

長のみなさま、多大なご支援をいただき誠にあり

がとうございました。2016-2017年度をみなさま

が特別な年として覚えていてくださることを願い

ます。 

 第 4 回東日本区役員会 

 去る 6月 2日（金）、川越市のウェスタ川越で

開催されました。 

 議案審議においては、以下の議案が審議され、

いずれも承認されました。 

① 第 3回役員会議事録承認の件 

② 2016-2017 年度年次報告および行政監査報告

の件 

③ 次期理事、次年度の次期理事、次年度の次々

期理事、次期監事候補者指名の件 

④ ワイズ・ＹＭＣＡのパートナーシップ検討委

員会の委員の件→利根川恵子（理事）、栗本

治郎（次期理事）、片山啓（関東東部部長・

茨城クラブ）を委員として決定することを承

認 

 

 

 

 

２０１６－２０１７年度  

東日本区 理事通信 

第 20巻 12号 

2017年 6月 12日 

月 9日発行 

理事主題：「明日に向かって、今日

動こう」 



2 

 

2016-2017年度年次代議員会 

 6月 3日（土）、川越市のウェスタ川越活動室

1・2において開催されました。代議員 75名に対

し、出席者 57名、委任状 9名、計 66名で、定足

数 49名を満たし、成立いたしました。 

下記議案がいずれも承認されました。 

① 2016-2017年度年次報告および行政監査報告 

② 2016-2017 年度東日本区中間決算報告および

会計監査報告 

③ 東日本区会計決算・監査報告の承認方法変更 

④ 東日本区定款改訂案の承認 

⑤ 第 22 回東日本区大会ホストクラブの承認→東

京サンライズクラブ 

⑥ ワイズ・ＹＭＣＡのパートナーシップ検討委

員会設置 

⑦ 第 28回アジア太平洋地域大会開催地立候補 

⑧ 次期理事、次年度の次期理事、次年度の次々

期理事、次期監事候補者指名→次年度次々期

理事は山田敏明さん（十勝）、次期監事は鈴

木茂さん（横浜つづき） 

⑨ 2017-2018年度東日本区理事方針 

⑩ 2017-2018年度東日本区役員 

⑪ 2017-2018年度東日本区予算案 

 

ヤングメンバーに対する東日本区大会登録費補助

金の交付 

 今年度から実施される表記の制度を活用し、会

長からの申請に基づき、次の 4名のヤングメンバ

ーに補助金を交付いたしました。（敬称略） 

1) 関東東部 所沢クラブ        澁谷 弘祐 

2) 関東東部 東京ベイサイドクラブ 峯岸 友彦 

3) あずさ部 東京武蔵野多摩クラブ 渡辺 大輔 

4) 富士山部 熱海クラブ        松永 正孝 

 

文献・組織検討委員会から答申と提言 

1．「文書化したい口伝および用語」についての

答申書 

東日本区およびクラブの運営に関わる口伝が、

時代の流れの中で伝わらなくなってきているもの

があることから、それらをリストアップし、整

理・検討を行った結果、以下のように取り扱うよ

う答申がありました。なお（ ）内は作業担当部

署です。 

1) ハンドブックに記載すべきもの（当該年度理

事） 

2）理事引き継ぎマニュアル（新設）に記載すべ

きもの（文献・組織検討委員会） 

3) クラブ運営マニュアルに記載すべきもの（LT

委員会） 

4) 区大会マニュアル（新設）に記載すべきもの

（文献・組織検討委員会） 

5) BF マニュアルに記載すべきもの（国際・交流

委員会） 

6)用語集に記載すべきもの（文献・組織検討委員

会） 

なお、1)と 6)については、すでに次期ハンドブッ

クに反映済みです。その他の項目については、次

期担当部署で対応するよう指示をいたします。 

 

2．「会員増強に関する提言」 

近年、会員数が減少し続けており、この傾向に歯

止めをかけ、会員を増強するためには、会員増強

運動の必要であり、そのために、以下を踏まえた

会員増強運動を検討し、実施する委員会の設立が

提案されました。 

1） 区の長期的かつ継続的発展に期すべくワイズ

の将来像、社会におけるレーゾン・デートル

の再構築 

6) YMCA と「パートナーシップ関係の原則」を再

確認し、今後の協調関係の在り方の構築 

7) ワイズ創立 100 周年を目標とした国際の

Towards 2022運動との歩調合わせの検討 

 

さらに、委員会設立にあたって考慮すべき点と

して、次の 5項目が述べられています。 

① 日本区 6000，東日本区 2000プロジェクト

の検証 
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② 2017-2018 年度の部エクステンション委

員会との関係の明確化 

③ 西日本区「ワイズ将来構想委員会」の動

向 

④ 国際リエゾン・山田公平氏提案の「ワイ

ズ・ＹＭＣＡのパートナーシップ検討委

員会」の設立の動向 

⑤ 東日本区理事の方針、事業主任・事業委

員会・主査・LT 委員会とのかかわりの明

確化 

以上の提言を受け、次期理事、次期東日本

区文献・組織検討委員会委員長に対応を指示

いたします。 

 

          理事 利根川 恵子 
 

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

新しい仲間 
 

下記の方々が2017年5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） 

5月 25日 千代一郎（東京ひがし） 

5月 25日 勝俣得男（御殿場） 

5月 25日 熊谷光彦（茨城）         

４月 19日 岩田幸雄（長野）         

４月 22日 大津桃子（東京サンライズ）担当主事 

募金 

下記の献金がＪＥＦに捧げられましたので、感謝を

もってお知らせします。 

6月 4日 JEFプロ野球献金（北海道部） 

     JEF プロ野球献金（ワイズドットコム） 

     JEF 晩餐会席上献金 

     理事杯ゴルフ献金（東日本大震災・熊本地

震支援） 

礼拝献金（東日本大震災・熊本地震支援） 

JEF献金（浅見隆夫、東京グリーン） 

JEF献金（鈴木忠雄、三島） 

JEF献金（杉村克己、東京北） 

JEF献金（越智京子、東京たんぽぽ） 

JEF献金（光本尚生、三島） 

JEF献金（栗本治郎、熱海） 

JEF献金（高嶋美知子、東京西） 

東日本区事務所 小山 憲彦 

 

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

 

YMCAだより 

            連絡主事 光永尚生  

利根川理事期の最後の稿を担当させていただくに

あたり、様々な想い出が蘇ってまいります。1年

間の利根川理事、理事キャビネットの皆様そし

て、ワイズメンズクラブ東日本区・西日本区の皆

様のご奉仕に関して改めて YMCAを代表してこの

書面をお借りして感謝と御礼を申し上げる次第で

す。 

6月には、例年 3つの大きな行事がございます。

ワイズメンズクラブではまずは、川越で行われる

東日本区大会(6/2～4)、熊本での西日本区大会

(6/9～11)です。そして、日本の YMCAでは、この

javascript:close();
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狭間に、日本 YMCA同盟協議会が 6/17～18に開催

されます。特に、今年度は第 10回目となるトッ

プリーダーシップセミナーが前日の 6/16～17に

開催されます。今回は阿部志郎さんをお迎えし

て、「ポジティブネットのある豊かな社会を目指

して」～YMCAの社会福祉の原点と「ポジティブネ

ット」というテーマで基調講演をお願いしており

ます。その後、ミッションからのブローチをテー

マとした講演パネルディスカッション、グルーブ

ディスカッションを行ってまいります。興味関心

のある方には、最寄りの YMCAを通した参加も可

能でございます。 

ワイズメンズクラブの皆様には、この一連の流

れの中で、日本 YMCA全体がこれまで歩んできた

ことを大切にしながら、これからの 100年を見据

えて新しい YMCAの姿を模索していくプロセスに

興味と関心をお持ちいただきたく存じます。6月

17日(土)の 15:30頃には、同盟協議会の場に移り

ますが、新しい日本 YMCAにおけるロゴ、スロー

ガン、そしてブランドブックの表出が行われま

す。いよいよ、日本 YMCA全体が新たな一歩を踏

み出していく瞬間に私たちが立ち会う場面を迎え

るわけです。どうか、神様の祝福が受けられる私

たちの働きが与えられますように祈りに加えてい

ただければ幸いです。 

最後になりましたが、この 1年間の感謝と御礼

を申し上げますとともに、新たな歩みも、共に歩

んでいただきますようにお願い申し上げます。新

たな、栗本理事期への素晴らしい「架け橋」でき

ますようにお祈り申し上げます。 

 

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

 

  

 

 

 

 

第 20回東日本区大会において、無事リージョン旗が栗本次期理事に引き継がれました。東日本区大

会の詳細については、理事通信東日本区大会特集号を発行し、みなさまにお知らせいたします。どう

ぞお楽しみに。 

 


