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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  EMC／MC                           2017.12.1 発行 第 6号 

理事メッセージ 東日本区理事 栗本治郎 

今月は MC の強調月間です。各クラブでクリスマス例会が開催されることと思い

ます。ワイズメンズクラブを紹介するチャンスです。会員増強事業主任は今期各ク

ラブ２名以上の会員純増を謳っております。声掛けをしなければメンバー増強には

なりません。今一度、知人友人を例会にお誘いください。素晴らしい方を忘れてい

るかもしれません。 

                                          

第２回役員会報告 

11月 4日（土）、第２回役員会が四谷・日本 YMCA同

盟にて開催されました。出席者は３０名で、議決権者１６

名は全員出席しました。各種報告に続き、議案が審議さ

れました。 

議案審議 

第１号議案：2017-2018年度第１回東日本区役員会議 

事録承認の件                     承認 

第２号議案：第２０回東日本区大会決算報告および余剰

金の扱いの件             

 余剰金 292,291円を埼玉 YMCA へ 150,000円、東日

本大震災支援募金へ 140,291円寄付      承認 

第３号議案：第２１回東日本区大会登録費承認の件 

メン 13,000円、メネット 10,000円、ユース 8,000円 

                               承認 

第４号議案：ワイズ読本購入費処理の件    

費用 972,000円を JEF より拠出         承認 

第５号議案：東日本区定款施行細則および東日本区事

業委員会規則改定の件          

 地域奉仕事業委員会を地域奉仕・YMCA サービス委

員会とする。                      承認 

第６号議案：2018-2019年度東日本区役員承認の件 

                               承認 

第７号議案：アジア太平洋地域大会準備金貸付の件 

準備金 100万円を JEF より実行委員会に貸付 

                              承認 

閉会後の懇親会にも全員が参加し、楽しいワイズ談義に

なりました。 

 

国際会長および国際憲法改正への 

投票をお願いします。 

クラブ会長に次次期国際役員選出の投票用紙①およ

び国際憲法改正の賛否を問う投票用紙②および投票用

紙記入要領、候補者プロフィール、郵送用封筒等を発

送いたしました。 

今年度より国際憲法のガイドラインの変更により、１４

名以下のクラブの投票する権利が変更されました。 

会員数 15 名以上クラブには①と②の投票用紙が送ら

れてきます。 

会員数３名以上１４名以下のクラブには②の投票用紙

だけが送られてきます。 

期日（２０１８年１月３１日必着）までにスイス・ジュネー

ブの国際本部に各クラブ会長から直接個別に送って下

さい。また、メール、ファックスによる投票も可能です。 

Email  election@ysmen.org 

Fax  （+４１）２２ 809 1539 

mailto:election@ysmen.org
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12月は EMC／MC の強調月間です 

今月は、Membership(会員増強 )、Conservation

（維持啓発）の強調月間です。昨年度の新入会員は６７

名でした。１クラブ平均約 1.1 名です。今期は是非各クラ

ブ２名以上の新入会員の獲得をお願いします。一方、退

会者を出さない努力も大切です。比較的新しい会員に

は、会長、役員の方の心配りが大切です。 

 

津波教え石の建立と除幕式 

東日本大震災で被災した石巻荻浜地区に、震災の犠

牲者を悼み、教訓を後世に伝えようと荻浜中の生徒らが

制作した石碑「津波の教え石」が、海を望む高台に完成

し２８日除幕式が開かれました。石巻広域クラブが企画し、

東京むかでクラブの城井廣邦さんがプロデュースしまし

た。ワイズ東日本区も感謝状を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災支援活動 

東日本大震災被災地支援活動 

横浜つづきクラブ 4人      10月 19日  

 

信越妙高クラブ 7人   10月 17日～20日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京たんぽぽクラブ 8人      10月 27日 
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１1月入会者紹介 

矢崎至宏さん（熱海クラブ） 

 

１２月役員会他の予定 

12月 2日 三島クラブ 40周年記念例会 

１２月１日～３日 アジア太平洋地域・韓国地域 

合同 RDE トレーニング（金浦） 

12月３日～４日 アジア太平洋地域年央会議（金浦） 

12月 8日（金）文献・組織検討委員会 

12月 10日（日）アジア太平洋地域大会準備委員会 

12月 15日（金）常任役員会 

 

AYC 報告会 

ユース事業主任 長津徹 

11 月 11 日（土）東京 YMCA 東陽町センターでユー

ス事業委員会があり、その後、エリアユースコンボケーシ

ョンの報告会がありました。タイ・チェンマイでのコンボケ

ーション参加者 7名全員が参加しました。ワイズメン 8名

臨席というこぢんまりとした会ではありましたが、AYC 参

加者全員によるパワーポイント利用のすばらしい報告で

した。ワイズ参加者は直前、次期ユース事業主任をはじ

め栗本区理事も臨席し活発な意見交換の場が出来たと

思います。 

その後場所を移して懇親会でさらに親交を深める事

が出来ました。今後データを共有し、広くユース事業を

進めるよう検討されています。2019 年のエリア大会まで

アジアパシフィックエリアのユースの代表（AYR）は、今

年選出された東京ユースクラブ Y3 の永坂君です。東日

本区の各クラブのご協力とユース事業への支援をお願

いします。 

 

 

九州北部豪雨緊急支援募金 

 東京江東・東京グリーン・東京北・東京ひがし・ 

東京ベイサイド 5クラブ合同例会４２，６７６円 

伊東クラブ          ３０，０００円 

 

熊本大地震支援募金報告 11月分 

 東京山手・東京サンライズ・東京たんぽぽ 

３クラブ合同例会      １９，０００円 

 

東日本大地震支援募金 

 東京山手・東京サンライズ・東京たんぽぽ 

  ３クラブ合同例会      １９，０００円 

 第２０回東日本大会余剰金より１３９，４２７円 

                 （振込料別） 

 

JEF 献金 11月分 

 栗本治郎さん ２０，０００円 

 小山憲彦さん １０，０００円 

 

第 21回東日本区「ワイズメネットのつどい」開催 

メネット委員長 大村 知子 

「ワイズメネットのつどい」は ～クイリング知って、作っ

て、楽しんで～」をテーマに、11月 25日（土）11時より横

浜中央 YMCA において参加者 50 名で開催しました。

来賓の栗本治郎東日本区理事、田口 努横浜 YMCA総

主事はじめ宮内友弥次期理事、利根川恵子直前理事、

大川貴久東日本区書記、長尾昌男関東東部部長の皆

様が揃ってご参加いただき、メネット委員会への温かい

エールを実感しての開会でした。 

栗本治郎東日本区理事、田口 努横浜 YMCA 総主

事お二人のご来賓からご挨拶を頂き、参加者紹介、委

員会報告の後、村杉一榮様による食前の祈りを捧げ、会

食とアピールタイムに。会食後の絵本献金のための企画

「プチマルシェ」は、参加者と関東東部からのご提供もあ

った献品60個余りが、東京クラブのメネットさん達の手際

よい協力により 15 分程で完売の大盛況、（北東部の「帰

ってきた舟」の絵本とコーヒーも同時に完売）趣旨に快く

ご賛同・ご協力いただけましたことに感謝いたします。 

午後の講演は、英国クイリングギルドフェロー小野史
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郎氏が「クイリングについて」の演題で、中世の修道院か

ら始まったという紙工芸のクイリングの起源や歴史そして

様々な技法などについてパワーポイントと作品の展示と

で丁寧に解りやすく話されました。 

続くワークショップは、講師の英国クイリングギルドマス

ター小野典子氏の指導によりクイリングの“クリスマスカー

ド作り”をしました。細い紙をクルクル巻いて台紙に配置

し、世界でたった一つだけのオリジナルカードを作りまし

た。黙々と取り組む方、おしゃべり同時進行の方、講師

の説明より先に始める方、メネットより真剣にくるくると巻

きデザインを工夫するメンなど、多様な取り組み方で楽し

んでいるようでした。 

1 時間余の時間内に全員完成し、晴れやかな表情で

自作のカードを眺めていらっしゃいました。閉会後に記

念撮影をして「また会いましょう」と再会を約しながら皆様

が笑顔でお帰りになられ、メネットの絆が深まったと感じ

ました。 

横浜 YMCA 総主事田口努様には会場提供の快諾、

色々なご配慮などによって無事滞りなく開催できましたこ

とを感謝し御礼を申し上げます。 

湘南・沖縄部の皆様、事前準備や会場設営などのご

協力ありがとうございました。今後も、オール東日本区ワ

イズメネットは“ときめいて！” 活動を致しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMCA だより  

連絡主事 光永尚生 

毎年、ワイズメンズクラブ東日本

区と西日本区より、CS・Y サ・ASF

資金などの中で、資金支援をいただいております。長

年にわたるご支援に感謝とお礼を申し上げます。 

2017 年度は、第 7 回 YMCA 地球市民育成プロジ

ェクト、第 23 回学生 YMCA インドスタディキャン

プ、第 20回日本YMCA大会実行委員会ユース支援、

全国 YMCA リーダー研修会へのご支援を合計で 100

万を申請させていただき 

全国の YMCA に連なるユースなどの支援に用い

させていただく予定です。西日本区では、地球市民育

成プロジェクト、全国 YMCA リーダー研修会に加え

て、グローバル研修会並びに第 45 回学生 YMCA 夏

期ゼミナールにご支援を頂く予定です。 

12/15 は、YMCA 東山荘感謝会が行われます。

12/16～20 は、韓国の光州で、韓国、中国、日本の

YMCA が集い、第 7 回日中韓 YMCA 平和フォーラ

ムが開催され、民間レベルでの平和外交の時を共有

していきます。日本からはユースの 20 名を含めて、

51 名が参加予定です。平和を求める YMCA の働き

が協議のテーマとなります。「民主主義について学び、

東北アジアの平和構築のために、ユースが動き出す」

となります。 

全国 YMCA では、ウインタープログラムが行われ

ます。またクリスマスの季節になります。皆様には、

各 YMCA でのユースやスタッフも含めクリスマス

会やクリスマス例会などでの交わりをお願いできれ

ば幸いです。寒い季節です。時節柄、ご自愛ください。 

今年も、多くのお支えをいただきありがとうござい

ました。 

東日本区事務所年末年始の予定 

 １２月２８日（木）～１月９日（火）まで休業い

たします。緊急の連絡はロースターに掲載されてい

る栗本理事の携帯に連絡をお願いします。 

編集後記 

 熱海クラブ第 51 代会長二見康一さんが 11/26 に

お隠れになりました。人生の儚さを感じながらご冥

福をお祈りします。 


