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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  ユース                               2017.9.１ 発行 第 3号  

理事メッセージ 東日本区理事 栗本治郎 

本年度最初の部会となる北海道部会が札幌の北海道 YMCA で開催されました。

評議会に続いて部会が開かれ、部エクステンション委員会設置が承認されました。

いよいよ東日本区全ての部でエクステンション委員会がスタートします。1～２年

後に新クラブ誕生の報告が届くことが期待されます。各地で豪雨による被害が出て

おり、東日本区では九州北部豪雨緊急支援募金を募集しています。引き続きご協力

の程お願い致します。 

                                               

 

第２回常任役員会報告 

 ２０１７年８月２４日（木）、第２回常任役員会を

オブザーバーも加わり計１０名にて熱海で開催致し

ました。内容は、前期半年報の修正報告、臨時代議

員会の結果、アジア太平洋地域議会等の報告と検討

でした。閉会後、芥川賞の「火花」の舞台となった

熱海の花火を観賞し解散致しました。 

第３回常任役員会は、１０月１８日（水）YMCA

同盟四谷事務所にて開催し、第２回役員会の議案等

を検討いたします。 

 

 

 

 

 

臨時代議員会投票の結果報告 

 1.2016-2017年度会計決算報告 

および監査報告承認の件 

 2.東日本区定款改訂案承認の件（２回目） 

上記議案２件についての郵便による臨時代議員会

を行った結果、代議員７５名の内５３名が投票、定

足数の５０名に達しておりますので臨時代議員会は

成立致しました。なお、両案とも賛成多数で承認さ

れました。東日本区定款改訂につきましては、今後

２０１８年８月の国際議会の承認が必要となります。 

 

９月はユースの強調月間です 

ユースの主な事業には、YIA、YEEP、STEP があ

ります。今月は、YIA の YVRF(ユースボランティ

ア・リーダーズフォーラム)が、９月８日～10日に東

京 YMCA 山中湖センターで開催されます。今回のテ

ーマは、「今、リーダーに求められること」です。

YVRF は東日本区独自のプログラムで、皆様のクラ

ブから拠出された資金で運営されています。見学を

希望される方は、実行委員長の大久保知宏（宇都宮

クラブ）さんに申し込み下さい。 
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前期半年報の結果について 

前期半年報の集計が確定しました。会員数８８６

名でのスタートとなりました。 

１年間の入会者は６７名、退会者８９名でした。

退会者を少なくする努力は勿論のことですが、入会

者の数が例年に比べて少なかったようです。 

是非、一層の新会員の獲得をお願い致します。東

日本区ホームページに会員数の欄と献金の欄が新た

にできましたのでご覧ください。 

https://ys-east.jimdo.com/会員数/ 

https://ys-east.jimdo.com/献金/ 

 

2016-2017年度国際表彰 

エルマー・クロウ賞（最優秀部長賞） 

 片山 啓さん 関東東部部長（茨城クラブ） 

 おめでとうございます。一年間素晴らしいご活躍 

でした。今後の益々の活躍を期待致します。 

ブースター賞（新会員３名以上獲得） 

（期間 2016.2.1～2017.1.31） 

田中博之さん（東京多摩みなみクラブ）５名 

日野 峻さん（石巻広域クラブ）４名 

清水弘一さん（石巻広域クラブ）３名 

平井考次郎さん（石巻広域クラブ）３名 

峯岸友彦さん（東京ベイサイド）３名 

おめでとうございます。今年度も連続してブース 

ター賞を頂けるよう頑張ってください。 

 

部会開催の案内 

８月１９日（土）北海道部部会は既に開催されま

した。９月、１０月に以下の６部会が開催されます。

実り多き部会となるよう各部準備しています。他部

会にも積極的に参加し交流を広げましょう。 

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（日本出版クラブ会館） 

８月の入会者紹介（５名入会されました） 

上山武夫さん（所沢クラブ） 

小林英生さん（金沢八景） 

久保田健太郎さん（東京ベイサイド） 

神崎清一さん（東京西クラブ）（７月入会） 

米長晴信さん（甲府２１） 

 

ワイズ・YMCA パートナーシップ検討委員会 

 第１回目の委員会が８月２５日、２６日に大阪の 

西日本区事務所で開催されました。出席者は東日本 

区から利根川恵子、片山 啓、栗本治郎、西日本区 

から岩本 悟、大野 勉、国際リエゾンとして山田 

公平、国内リエゾンとして堤 弘雄、日本 YMCA 総 

主事会より奈良 YMCA 総主事の三枝 隆、YMCA 

同盟東日本区連絡主事の光永尚生、YMCA 同盟西日 

本区連絡主事の有田征彦の１０名にオブザーバーの 

西日本区書記の進藤啓介さんが加わり YMCA・ワイ 

ズのパートナーシップの強化を目標に意見交換致し 

ました。KJ 法を取り入れ、今後の協働、相互理解、 

今後の委員会の進め方等について協議しました。 

委員会は年２回開催し、ワイズ１００周年の２０２ 

２年までの予定です。 

 

 

９月の委員会・役員会他の予定 

９月２日（土）国際・交流事業委員会 

９月８日（金）～１０日（日） 

ユースボランティア・リーダーズフォーラム 

９月２９日（金）LT 委員会 

 

https://ys-east.jimdo.com/会員数/
https://ys-east.jimdo.com/献金/
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BF 代表派遣事業について 

 今年度より BF 派遣事業が大幅に変更になりまし

た。BF 代表として派遣を希望される方は、自ら応募

して頂きます。2018/2019 年度にアジア太平洋地域

に割り当てられた BF Cultural Exchange Grants

（文化交流）は、以下の通りです。補助金額の上限

は 2700 スイスフランです。(約 30 万円で実費のみ) 

派遣プログラム番号 BF 18/19－02 

派遣地域 アフリカ（2019 年 4 月） 

目的：クラブ訪問、地区大会、例会参加 

到着：ウガンダ・エンテペ 

出発：ザンビア・ラスカ                

派遣プログラム番号 BF 18/19－03 

派遣地域 韓国（2018 年 7 月または 9 月）2 週間 

目的：クラブ訪問、地区大会参加 

到着：インチョン国際空港 

出発：インチョン国際空港 

2018 年 BF Convention Grants（国際大会）に参加

する代表の補助金は 450 スイスフランです。アジア

太平洋地域で 4 名が補助されます。年齢制限はあり

ません。応募締め切りは 12 月 31 日。詳細について

は、理事事務局に問い合わせ下さい。次のサイトよ

りご自分で入力し応募して下さい。 

BROTHERHOOD GRANT APPLICATION FORM 

https://form.jotformeu.com/70411594711350 

 

 

東日本区ワイズ基金(JEF)のおすすめ 

東日本区ワイズ基金(JEF)運営委員会委員長 

村杉克己(東京北) 

1975年熱海で行われた｢第 51回国際大会｣を開くに 

あたり、日本区全会員よりの拠金と大会終了後、国際か

らの還付金が元になり「アタミ基金｣として発足し、その後

「日本ワイズ基金｣と名称変更、1997 年東、西日本区に

分割譲与され、｢東日本区ワイズ基金｣としてスタートした。

この基金はワイズダムに関わる組織や人々の感謝の心

を表す機会であり、奉仕活動・事業の支援・災害対応、

ワイズ運動推進、クラブ周年記念、表彰、役員就退任，メ

モリアル、家族の慶事、応援チーム(野球･サッカー等)の

活躍など、20 年間で約 1,500 万円が献げられ、過去に

東山荘 100 年募金・東日本大震災支援・横浜国際大会

支援、同時通訳機購入･ワイズ読本作成等に支出。今年

度スタートは約 1,450 万円。支出も大切、蓄えることも大

切、是非献金を、奉仕帳(ゴールデンブック)に記載され

ることを願っています。 

 

JEF 献金 

栗本治郎さん         ５０，０００円 

（東日本区理事就任を記念して） 

 

九州北部豪雨緊急支援募金 

 尾内昌吉さん（東京山手クラブ）１０，０００円 

東京江東クラブメネット会  １００，０００円 

香取良和さん（江東クラブ） １００，０００円 

庄司征彦さん（東京クラブ）  １０，０００円 

仙台クラブ          ２０，０００円 

信越妙高クラブ         ５，０００円 

東京たんぽぽクラブ      １０，０００円 

沖縄那覇クラブ        １０，０００円 

東新部評議会         ２２，４４４円 

ご協力ありがとう御座いました。 

９月３０日まで受け付けております。 

 

「ワイズメネットのつどい」のお知らせ 

メネット委員長 大村智子 

（第 1報）  

本年度は横浜で「ワイズメ

ネットのつどい」を開催いたし

ます。話して、食べて、聴いて、

手指を動かしながらおしゃべ

りも楽しみ、メネットの絆を深

めたいと下記のような企画を

致しました。ご予定をしていただきますようお知ら

せの第 1報をお届けします。  

・日時：平成 29年 11月 25日（土）11:00～15:30 

・場所：横浜中央 YMCA 

（関内駅北口 横浜市役所前・横浜球場横） 

・講演「クイリングについて」  

（講師：英国ギルド協会日本支部長 小野史郎フェロー） 

・「クイリングのワークショップ（カード作り）」 

https://form.jotformeu.com/70411594711350
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（指導：クイリングアカデミー小野典子副主宰） 

・参加費：3000円（昼食代、ワークショップ材料費） 

・「絵本献金のためのプチマルシェ」の開催 

 絵本を希望する施設の増加で資金不足の絵本献金 

に充てる趣旨で計画しました。各地域のご当地名 

産のお菓子・食品(1,000円～2,000円)を持ち寄っ 

ていただき、ミニバザーを開催したいと思います。 

正式なご案内と申し込み方法や会場へのアクセス

などの詳細は 10 月初めに各クラブ会長宛にメール

でご連絡致します。 

 

ＹＭＣＡたより 連絡主事 光永尚生 

2017年の夏は、記録的な豪雨、

長寿台風、そして東京では連続

降雨の新記録などありました。

まだまだ、天候の変化には十分

に留意する必要があると感じて

います。現在も九州北部で発生

した豪雨災害の復旧と復興は道

半ばにあります。福岡 YMCA、熊本 YMCA などと、

ボランティア、企業が JVOAD という組織を形成し

て、行政を加えた支援のネットワーク活動を継続し

ています。しかし、断続的に発生する各地の災害に

対しての対応が難しくなっていく場合もあります。

今後ともワイズメンズクラブとYMCAの協働に関して

の協議もさらに必要となっていくようです。このよ

うな中で、8月 25日～26日には、大阪で初めての試

みとして YMCA とワイズのパートナーシップを協

議する場が設けられました。パートナーシップの更

なる、発展が期待されています。9月からは、さきに

ご案内していた、地球市民育成プロジェクト(8/29～

9/4 約 40 名)、学生 YMCA 夏期ゼミナール(9/8～

11約 100名)、日本 YMCA スタッフ研修ステップⅡ

(9/19～12/210 名)が開催されます。また、各地の

YMCA ではチャリティランが 12 月まで予定されて

います。各部部会への、担当主事の皆さんの参加な

どもご検討いただければ幸いです。 

まもなく、10月 1日を迎えます。新しい YMCA運動

のスタートの第一歩として、YMCA ロゴの全国一斉

の発展的変容の時を、ともに覚えていただければ幸

いです。皆様には残暑の折、くれぐれもご自愛の上

お過ごしください。 

 

インビテーション 
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編集後記  

栗本理事、大川書記、相磯前メネット委員長(東日

本区大会のアピール)と北海道部の評議会、部会に参

加してきました。北海道に行けば涼しいだろうと楽

観し会議に参加したのですが、熱海と同じくらいの

気温で、さらに驚いたのは会議施設にエアコンが無

い!!過去必要なかったのだとは思うのですが、近年

の天候異常を体で感じた瞬間でした。これですべて

の部会で栗本理事の目標の 1 つである「部エクステ

ンション委員会設置」が全て完了し東日本区全体

が EMC に動き出しました。成果が出なければワ

イズはビッグシックスと呼ばれるかもしれません。 

(顕生代において特に規模の大きな 5 回の絶滅イベントをまとめて、

ビッグファイブと呼ぶことがある。) 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%95%E7%94%9F%E4%BB%A3

