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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  TOF                               2018.2.1 発行 第 8号 

理事メッセージ 東日本区理事 栗本治郎 

暦の上では立春を迎えますが、寒い日が続いております。一方、私の地元熱海では梅

の花と共に早咲きの桜が満開を迎えております。1 月は在京クラブ新年会や湘南・沖縄

部新年会を初め、各地で合同新年例会が開催されました。私も数ヶ所の新年会に参

加しましたが、大勢が集まるだけで元気になったような気になりました。さて、今月

は TOF の強調月間です。クラブ例会で食事を抜き、その金額相当分を献金して頂

き、恵まれない途上国の支援活動に給付しております。 

                                     

東日本区後期半年報 

後期半年報の集計が出来ました。会員数８８４名

での後期スタートです。入会者２⒋名、退会者（逝去

を含む）２６名で２名の減でした。 

部名 2017.1.1 2017.7.1 2018.1.1 直近増減 

北海道部 50 51 51 0 

北東部 142 138 138 0 

関東東部 133 131 128 -3 

東新部 96 90 90 0 

あずさ部 183 174 176 2 

湘南 沖縄部 123 115 108 -7 

富士山部 190 187 193 6 

東日本区計 917 886 884 -2 

各部とも会員増強の機運は高くなっておりますが、集

計の結果、残念ながら大変厳しい状態が続いております。 

部エクステンション委員会も各部でスタートしておりま

すが、新クラブ誕生までには、まだしばらく時間がかかる

と思われます。会員増強の基本は新会員の獲得です。1

クラブ 2 名以上の新会員の獲得に向けて引き続きよろし

くお願い致します。また、退会者を少なくするために、入

会間もない会員への配慮をお願いします。 

後期区費納付のご案内 

東日本区事務所から各クラブ会長に、区費の請求書 

を郵送いたしました。所定の「払込取扱票」を必ず使用し

て、期限内に東日本区へ送金をお願い致します。払込

人の氏名、クラブ名もご記入ください。通信欄には、必

ず払込金の明細をご記入ください。振り込みは 2 月 15

日までにお願いします。 

 

各種献金の納付のご案内 

各種献金、任意ですが各クラブはできるだけ目標を達

成させてください。各種献金の目標額の参考資料を郵

送いたしました。各クラブは各部へ明細を必ず記入して

2 月 15 日までにご送金ください。各部は各クラブからの

献金の取りまとめを行い、東日本区へクラブの明細を必

ず付けて 2月末日までにご送金ください。 

表彰で 1人当たり献金額の基礎となる会員数は、7 月

1 日の半年報で報告された会員数です。但し、担当主

事を含みます。広義・功労会員は献金上の会員数から

除外されます。なお、お年玉年賀切手シートは、3 月 15

日までに東日本区へ送付ください。（100 シート以上拠

出された方がいる場合は、氏名と枚数を東日本区事務

所にご連絡ください） 
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4部合同 EMCシンポジウム開催のお知らせ 

日時：2018年 2月 17日（土）13：30～16：30 

場所：東京 YMCA山手センター2階 STEPの部屋 

内容 ワイズメンズクラブ会員増強の展望 

    YMCAポジティブネット 

「みつかる。つながる。よくなっていく。」 

パネリストによる発題と参加者ディスカッション 

 会費：無料  

主催：東新部   

協力：関東東部、あずさ部、湘南･沖縄部  

協賛：東日本区、東日本区ＬＴ委員会  

 

第 21回東日本区大会の登録が始まります 

６月２日（土）～３日（日）に開催される第２１回東日本

区大会（沼津）の登録受付が間もなく始まります。大会の

案内書、登録申込書等が２月上旬に皆様に郵送されま

す。今大会の登録料は、メンバー13,000 円、メネット

10,000 円と非常に低額になっています。大会会場の『プ

ラサヴェルデ』は沼津駅北口 3 分のところで、大駐車場

も隣接しています。また、近隣にホテルも多数あります。 

是非、多数のご参加をお願い致します。 

前日の１日に理事杯ゴルフ、第４回東日本区役員会、

東日本区アワーのリハーサル、前夜祭を開催致します。

登録は４月３１日迄にお願い致します。 

 

奈良 傳賞推薦のお願い 

永年にわたりワイズダムの発展に尽力し、顕著な働き

をされた会員を、クラブより推薦頂きたくお願い致します。 

1. 被推薦者の資格は東日本区奈良傳賞選考規定に

よります。 

2. 推薦される場合はクラブ会長に送付された東日本区

奈良傳賞候補者推薦書にご記入の上、期日までに

メール、FAX または郵送にて東日本区事務所まで

お送りください。 締め切りは 3月 25日です。 

 

次期クラブ会長・部役員研修会が開催されます 

３月３日（土）～４日（日）に御殿場・東山荘で開催され

ます。２度目、３度目の会長・部役員になる方も居ると思

いますが、是非参加し経験談をお話し頂き、中身の濃い

研修会にしたいと思います。 

2 月は TOF の強調月間です 

 TOFは、タイム・オブ・ファスト（Time of Fast：

断食の時）の略です。クラブ例会での食事を抜いたり、

質素にして、その金額相当分を献金し、国際協会で認

定した発展途上国を主たる対象とする地域支援プロ

ジェクトに用います。ワイズメンズクラブ国際協会

が世界的な事業として展開しているプログラムです。 

国際レベルで、「TOF 評価選考委員会」が設置され、

支援対象プロジェクトの選考と評価を行っており、

基金の有効活用を図っています。 

今期は、9プロジェクトに約２０００万円が給付さ

れました。詳細は理事通信１０月号に掲載してあり

ます。 

今期の達成目標はメンバー1 人当たり 1,300 円以

上となっています。締め切りは 2月 15日です。 

 

東日本区大会メネットアワー 

講演のお知らせ 

東日本区ワイズメネット委員長 大村知子 

東日本区大会の参加登録のご案内が間もなく始

まると思いますので、6 月 2 日午前のメネットア

ワーの講演についてお知らせします。 

講演はボイスセラピーで絵本専門士の上藤美紀

代さん（沼津市出身）が、お話をする時の声のこ

と、絵本の読み聞かせなどについてお話下さいま

す。絵本専門士は静岡県でもたった 2 名だけで、

上藤さんは大学講師、フリーアナウンサー、読み

聞かせ活動など多彩な活躍をされていてその貴重

な活動は先日静岡新聞でも大きく取り上げられま

した。メネットにもメンにも男女にかかわらず日

常生活に役立つ話がきっと聞けると思います。開

会式前の昼食時ですが、皆様お誘いあわせてお聞

きいただきたくお誘い致します。 

 

１月入会者紹介 

藍原菜穂美さん（宇都宮クラブ） 

高橋隆造さん（御殿場クラブ） 

 

東日本大地震支援募金 １月 

在京ワイズ合同新年会    ９１，７１０円 
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2月役員会他の予定 

２月３日  富士五湖クラブ・京都洛中クラブ 

DBC締結式（京都） 

２月７日  文献・組織検討委員会 

２月１２日 常任役員会 

２月１７日 ４部合同 EMCシンポジウム 

２月２３日 LT委員会 

２月２５日 沼津クラブ日本語スピーチコンテスト 

 

栗本東日本区理事への随行紀  ２０１８，１，１３ 

              東日本区事務局補佐 青木義美 

１２時３０分～在京ワイズ合同新年会    

１８時００分～湘南・沖縄部、横浜ＹＭＣＡ合同新年会 

私もあまり記憶のない新年会のはしごを正月早々させ

てもらった。それもキャビネット４人揃ってである。そもそ

もはじめ在京クラブの新年会があるので都合はとの問合

せで時間のやり繰りがつくので参加依頼をした後で、同

日１８時からも横浜で湘南沖縄部の新年会があるのでお

付合願いたいとのお誘いであった。考えてみればどうせ

１日つぶれるのだからもう１件付合っても時間的にはあま

り差はないので随行を決めた。富士山部には新年会と

いうイベントはないので興味もあった。栗本理事、大川書

記、札埜事務局長の３人は車で先行し私は電車で現地

合流という形になった。 

 

１２時半からの在京新年会は東雲町（しののめと読む

が在京外の方読めますか？）を会場に東京ベイサイドク

ラブのホストですすめられたが、若いクラブだけあってと

ても斬新な進行でとても楽しかった。１５０名ほどの登録

者であっただろうか。講話は堺福音教会の北牧師のお

話、メンバー自家製の和太鼓演奏、インド料理のケータ

リング、そして日本一周日本各地の銘酒の利き酒・・・

等々あっという間の３時間半であった。司会から和太鼓

演奏そして接待係と奔走されていた工藤ワイズはじめま

さに手作りイベントそのものであった。又会場は「しのの

めＹＭＣＡこども園」であったが、ここは園児が３００人も

いるマンモス幼稚園である事も驚かされた。（ここの保母

さんもメンバーにいる） 

さて終了後、迷ドライバー大川君のおとなしい運転で

会場を横浜へ移動した。 

 

ワークピア横浜での湘南・沖縄部と横浜ＹＭＣＡの合

同新年会であった。参加者は５０名くらいであっただろう

か。特に催し物は企画されてなかったが、東京での新年

会が立食で２時間立ちっぱなしだったので個人ごとのテ

ーブル席にはほっとした。我々熱海クラブのスポンサー

クラブでもあり重鎮の横浜クラブから、金子 功湘南・沖

縄部部長はじめ１４名も参加されていたのはやはり横浜

クラブという意識の違いだろうか。こちらも２０時にはすっ

かり出来上がり和気あいあいのうちに解散となったが、何

処へ行っても栗本理事の随行とはいえ、他部からの参

加は皆さんから大歓迎され、今回の御縁にかかわらず

今後も機会あれば参加すべきだと痛感させられた。 

最後になるが沼津クラブの相磯優子（私の家内と同じ

名前なのでどうしてもフルネームで書きたくなる？？）ワ

イズが６月の東日本区大会のアピールに今回も含めて

東奔西走されているのを見れば見る程、富士山部メン、

メネ、コメと全力で応援しなければと再認識させられた１

日であった。 

 

仙台地域 5 クラブ合同新年会 

１月２６日に仙台・仙台青葉城・もりおか・仙台広瀬川・

石巻広域の５クラブ合同新年会が、石巻グランドホテル

で開催されました。２０１９年７月に仙台で開催される第２

８回アジア太平洋地域大会のアピールを兼ねて、栗本、

山本剛史郎HCC事務局長、鈴木伊知郎北東部部長で
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参加致しました。山本 HCC 事務局長の分かりやすい状

況説明もあり、仙台地域のクラブの皆様に大会への思い

を強く持って頂けたのではないかと思います。 

アトラクションで出演した『石巻ゴスペルクワイヤーズ

（女性だけ）』の満面の笑みで楽しそうに歌う姿に感動し

ました。ワイズもこのように楽しく充実したクラブでありた

いと思います。 

翌日、清水元理事と日野石巻広域クラブ会長に、津

波被災地を案内して頂き、改めて仙台地域で大会を開

催する意義を強く感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMCA だより  

連絡主事 光永尚生 

YMCA が推進している、「ポジティ

ブネットのある豊かな社会創り」に

向け、今後ともご理解とご協力をお願い申し上げま

す。私たちの YMCA が、ワイズメンズクラブの皆さ

んと、「みつかる、つながる、よくなっていく」経験

を共有できるように、しっかりと情報の発信などに

努めてまいります。2 月 28 日(水)は、全国 YMCA

で、一斉にピンクシャツデイを実施いたします。皆様

もすでにご存知かもしれませんが、「いじめ」をなく

そうと始められたこの運動が、全国に広がっていま

す。ぜひとも当日は、ワイズメンズクラブの皆様に

も、ピンクのものを身に着けていただき、この運動の

担い手としてご参加ください。2月 8日(木)は、東京

都千代田区神田猿楽町の在日本韓国 YMCA を会場

として、2.8 独立宣言記念日の行事が開催されます。

ピョンチャンオリンピック・パラリンピックの年で

すが、日韓の歴史を知り、未来志向の関係性を継続し

たいものです。全国の複数の YMCA ではトップリー

ダーシップの交代が予定されています。西から、北九

州 YMCA、広島 YMCA、大阪 YMCA和歌山 YMCA

州では総主事就退任式が予定されています。また、3

月 3 日~4 日の次期会長・部役員研修会が YMCA 東

山荘を会場として計画されています。皆様には、春の

YMCA 東山荘をお楽しみいただければ幸いです。お

待ち申し上げております。最後に、3月 18日(日)の

午後 1 時から在日本韓国 YMCA9 階にて 2017 年度

YMCA地球市民育成プロジェクト認証式が行われま

す。ユースの成長に、ぜひとも立ち会っていただくよ

うご案内申し上げます。 

 

編集後記 

在京ワイズ合同新年会、湘南・沖縄部、横浜ＹＭＣＡ

合同新年会に参加させていただき、とても有意義な時間

を 1 月も過ごすことができました。富士山部も来年は新

年会やりませんか。💦 

EMC、富士山部、あずさ部のみ会員増員は寂しい限り

です。後半の追い込みを皆様にはお願いいたします。こ

のままだと 10年後には Y’sは存続の危機です。 


