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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  BF・メネット                          2018.3.1 発行 第 9号 

理事メッセージ 東日本区理事 栗本治郎

東日本大震災の 3.11 から７年が経過いたしました。いまだ復興半ば、まだまだ支援活

動が必要とされております。今期も被災地施設の清掃や歌声の慰問支援活動、津波教え

石の建立など、支援活動が継続されています。被災地への思いを寄せて、引き続き東日

本大震災支援募金へのご協力をお願い致します。 

政治色が濃く、運営に問題のあった平昌オリンピックでしたが、日本は過去最高の１３個

のメダルを取る感動の大会でした。引き続きパラリンピックが開催されます。こちらも活躍を

期待し応援しましょう。 

東日本区では次期会長・部役員研修会が３月３日・４日に開催され、いよいよ次期もスタート致します。 

                                     

年次代議員会告示 

2017-2018年度の年次代議員会は、東日本区大会に

合わせ 2018 年 6 月 2 日（土）午前 10 時 30 分からプラ

サヴェルデで開催されることを、東日本区定款第 6 条第

7項に基づき公告いたします。 

代議員会は東日本区における最高意思決定機関で

すので、すべてのクラブ会長、部選出代議員および人

数割り代議員は必ずご出席ください。 

なお、クラブまたは部が議案を提出する場合は、東日

本区定款第 6 条第 8 項の定めにより 4 月 6 日（金）まで

に議案提案書を東日本区理事（東日本区事務所）にご

送付ください。議案提案書は、東日本区ホームページか

らダウンロードしてください 

 

BF代表に選出されました 

BF Cultural Exchange Grants（文化交流代表）に 

比奈地 康晴さん（東京クラブ）が選出されました。２０１９

年４月アフリカ訪問の予定です。 

BF Convention Grants （ 国際大会参加代表 ）に 

札埜慶一さん（熱海クラブ）が選出されました。２０１８年８

月の第 28回国際大会（麗水）に代表として参加します。 

 

第 21回東日本区大会（沼津）の登録開始 

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）の登録受付が始まりました。 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。なお、前日の１日（金）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。 

大会ホームページは下記のアドレスです。 

http://www.global-ad.jp/ys-east21/index.html 

 

第７３回国際大会（韓国・麗水）の登録開始 

２０１８年８月９日（木）～１２日（日）に、韓国の麗水（ヨ

ス）で開催されます。麗水は２０１２年に海洋万博

（EXPO）が開催された海が美しい港町です。登録費

は、４月３０日迄がアーリーバード（早期割引）４５

http://www.global-ad.jp/ys-east21/index.html
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０ドル、５月１日以降は４８０ドルです。多くの方の

参加をお願い致します。下記のアドレスより登録を

お願いします。 http://ysmen.org/conventions 

 

4部合同 EMCシンポジウム開催されました 

2 月 17 日（土）13：30～16：30EMC シンポジウムが東

新部主催で関東東部、あずさ部、湘南・沖縄部の４部合

同で、東京 YMCA 山手センターで開催されました。 

テーマ：ワイズメンズクラブ会員増強の展望 

東新部部長の伊藤幾夫さん、東新部エクステンション委

員長の太田勝人さんからこれまでの経過説明、続いてワ

イズ歴の浅いパネリスト４名による発題と参加者ディスカ

ッションが行われ、最後に EMC 決意表明が発表されま

した。 

EMC 決意表明 

私たちは、ワイズメンズクラブ国際協会の国際憲法お

よび東日本区の定款に示された目的、モットーに賛同し、

誇りと喜びをもって、ワイズメンズクラブの会員となり、活

動を行っています。そして、この活動がこれからも継続、

発展していくことを願っています。 

しかし、近年、残念なことに、会員の高齢化、減少の

傾向が強まっており、活動の停滞も見られます。 

このような状況に歯止めをかけ、より活発で豊かな活

動を行うために、私たちは、自らがなすべきことを今考え、

今、行動に移すことが必要であると認識します。そのた

めに、私たちは、一人一人が志を持ち、思いを巡らし、

知恵と力を出し合うこと、そして、勇気を持って変革して

いくことをここに決意表明いたします。 

 

 

富士五湖クラブ１５周年・京都洛中クラブ３０周年

記念合同例会（DBC 締結） 

２月３日の節分の日に富士五湖クラブ１５周年・京都

洛中クラブ３０周年記念合同例会が ANA クラウンプラザ

ホテル京都で賑々しく開催されました。約２００名の参加

者が見守る中、東西両区の理事および両区の国際・交

流事業主任の立会いの下、原淑子富士五湖クラブ会

長・大野信幸京都洛中クラブ会長調印による DBC が締

結されました。活発な交流が期待されます。 

なお、京都洛中クラブの新ＣＳ事業の『介助犬支援』

のデモンストレーションや両クラブの事業紹介および京

都洛中クラブから京都ＹMCA への献金、富士五湖クラ

ブから東日本大震災支援、九州北部豪雨緊急支援への

献金の贈呈式も有り、盛り沢山のプログラムであっと言う

間の４時間でした。 

 

 

国際役員選挙結果 

会員数１５名以上のクラブに議決権のある国際役員の

選挙結果が国際本部から発表されました。選出された

方々のプロフィールを紹介いたします。 

 

2018-2019年度次期国際会長： 

ジェニファー・ジョーンズ（Jennifer Margaret Jones）さん 

国籍：オーストラリア 

（アジア太平洋地域） 

所属クラブ：アデレードクラブ 

入会：１９９７年 

生年月日：19４７年 4月 12日 

職業：高等学校教員 

ワイズ歴：南太平洋地域会長 

 

2018-2020年度国際議員（ヤングメンバー議員） 

タシス・タオミヤン・ソングラム（Thacis Thoumiyan 

Soundaram）さんが無投票で承認されました。 

http://ysmen.org/conventions
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国籍：スリランカ 

（アジア太平洋地域） 

所属クラブ：コロンボクラブ 

生年月日：１９８２年１０月２９日 

職業：スリランカ・キリスト教福音

同盟・更生・開発事業主任兼副

コーディネーター 

 

国際憲法改正案投票結果 

以下の６つの改正案は全て承認されました。 

1. 第３条  構成会員 第２項（承認） 

各個クラブの会員は、男性のみ、女性のみ、またはそ

の両者によって構成される。何人も、人種、信仰、皮

膚の色または出身国の故に、会員の地位を拒まれる

ことはない。加盟クラブの会員は、ワイズメンまたはワ

イズウィメンと呼ぶ。 

 

2.  第 5条  行政役員 第１項（承認） 

A.この協会の選挙による行政役員は、国際会長、

次期国際会長、直前国際会長、国際会計および国際

議員である地域会長とする。 

B.地域会長は、各地域が定める手順によって選出

される。各地域は、その憲法の中で若手国際議会議

員となった者の次期地域会長の役職に関する被選

挙権を定める。（第 5 条第 1 項 (C)からの置き換

え） 

C.国際議会に 1 議席しか有しない地域においては、

その議席は、地域会長を務めることとなる国際議

会議員選出者が占めることとする。2議席以上有す

る地域においては、次期地域会長は、在職中の地域

国際議会議員の中からそれぞれの地域会長任期ご

とに選出されなければならない。いずれの場合も、

その任期前 1 年間を次期地域会長として務められ

るように事前に選出されなければならない。 

（第 5条第 1項 (B) と 1項 (D) からの置き換え） 

D.各区は、区理事 (Regional Director) 1人をお

く。区が必要とするその他の区役員、部役員の他、

区以下のレベルの諸役員をおくことができる。す

べてこれらの役員は、それぞれの区、部、その他定

められた区以下のレベルを単位として選出され、

その任期はそれぞれの憲法（定款）とガイドライン

が定めるものとする。（第 5条第 1項 (C) からの

置き換え） 

3. 第 5条 行政役員 第 2 項 A(承認) 

第 5条第 2項 

A.国際議会は、区および指名委員会により提示さ

れた氏名の中から少なくとも 2 人、多くとも 3 人

の候補者を任期 1 年の次期国際会長職に、同時に

少なくとも 1 人の候補者を次期国際会計職に指名

する。後者は、任期 3 年の国際会計となるべき者

である。そして、これらの者は、国際的な事案に対

する投票権を有しているクラブの会員でなければ

ならない。各区はそれぞれの役職につき 1 人の氏

名を、自区または他のどの区からでも提示する権

利を有する。指名委員会は、国際会長、次期国際会

長、直前国際会長およびこの 3 名の執行役員によ

って代表されない他地域の中から 1 年ごとに国際

議会が任命する 2名から構成されるものとする。 

 

4. 第 5条 行政役員第 4 項 A（承認） 

第 5条第 4項 

A.国際会長および国際議会の要請による国際協会

の特別な役職は、国際議会の承認を条件として、国

際会長および次期国際会長によって、それぞれの

任期中の役職として任命される。 

 

5. 第 13 条 解散 第 2, 3, 4 項（承認） 

第 13条第 2項 

ワイズメンズクラブ国際協会の解散決議案は、書

面をもって国際議会に提出されない限り、受理さ

れない。議案の告知は、解散決議案の完全な写し

と、もしわかっている場合には、決議案が議論され

る国際議会の月日を含むものとする。選択された

国際議会は、告知日から少なくとも 10ヶ月後でな

ければならない。 

第 13条第 3項 

解散決議案成立に伴い、構成員（地域会長と当該期

間の国際議会の再任可能な代理人）および国際会

長を「管財人」の役目を果す者（以下「管財人」と

称する）として指名されなければならない。本条第
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1項の規定に従って解散が可決された場合は、協会

の財産および基金は、これらの管財人により、5年

間を限度として管理されるものとする。管財人の

人数は、当初確定したまま一定に保たれ、管財人は、

代理人を任命する権限を有する。 

第 13条第 4項 

協会が解散した場合は、管財人は、すべての手に入

る財産と基金を、同様に公益を追求し、免税措置の

資格のある非営利団体または協会に分配する。も

し、このような条件に合致するのであれば、世界

YMCA 同盟を（財産と基金の）受入団体として指定

する。協会の基金および財産は、一部であれ全体で

あれ、いかなる時も、いかなる方法によっても、決

して設立者や構成員に払い戻されたり、彼らの利

益のために使用されたりしてはならない。 

 

6. 第 14条 改正 第 1項（承認） 

第 14条  

この憲法の改正は、国際議会での秘密投票により

３分の２の賛成票が得られ、かつ、（in good 

standingの状態で）活動中でガイドライン 409お

よび 410 で規定されているように国際的な事案に

対する投票権を有するクラブの郵便投票により３

分の２の賛成票を得られた場合に成立する。 

 

第３回東日本区役員会（現・次期合同）が 

開催されます 

日時：４月７日（土）・８日（日）１３時（受付１２時～）より 

場所：熱海・聚楽ホテル月の栖 

現・次期役員合同で開催いたします。 

区活動報告、各部活動報告、各委員会・選任委員等

活動報告および議案は、次期理事方針承認、次年度予

算承認、第２３回東日本区大会ホストクラブ承認、東日

本区改訂定款の一部修正、東日本区定款施行細則の

改訂等についてです。 

 

３月は BF・メネットの強調月間です 

BF は、ブラザーフッド基金（Brotherhood Fund）

の略で、BF 代表や国際・地域役員の公式旅行の費用

に充てるために全世界のワイズメンによって積立て

られる基金です。 

BF 派 遣 事 業 に は 、 BF Cultural Exchange 

Grants(文化交流)と BF Convention Grants(国際大

会)があります。今期東日本区では、２名の方が応募

し、２名とも選出されました。 

東日本区では、１人 2,000 円以上を達成目標とし

て各クラブにお願いしています。 

メネット事業として、YMCA に絵本を贈る運動、

東日本大震災復興支援の活動をしています。毎年「メ

ネットのつどい」、「東日本区大会ワイズメネットア

ワー」を開催しています。 

メネット会がないクラブが殆どですが、今月はメ

ネット強調月間です。例会にメネット同伴で出席し

ましょう。 

 

２月入会者紹介 

吉澤 信さん（沖縄那覇クラブ） 

郭 恩珠さん（東京センテニアルクラブ） 

 

３月役員会他の予定 

３月３日・４日 東日本区次期会長・部役員研修会 

（東山荘） 

３月６日～８日 妙高高原ロッジさよならパーティー 

３月９日  文献・組織検討委員会 

３月１２日 横浜 YMCAチャリティーゴルフ 

３月１４日 東日本区会計監査 

３月１７日 アジア太平洋地域大会準備委員会（仙台） 

３月２１日 東京グリーンクラブ４５周年記念例会 

３月２４日 富士クラブ３０周年記念例会 

 

九州北部豪雨緊急支援募金 ２月 

富士五湖クラブ１５周年記念例会 

京都洛中クラブとの DBC 締結記念 25,000円 

 

東日本大地震支援募金 ２月 

富士五湖クラブ１５周年記念例会 

京都洛中クラブとの DBC 締結記念 25,000円 

 

RBM 献金 ２月 

 鈴木 忠雄さん（三島）80,000円 
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 東新部 

４部合同 EMC シンポジウム 42,650円 

  

JEF 献金 ２月 

鈴木 忠雄さん（三島）20,000円 

 田中 博之さん（東京多摩みなみ）10,000円 

 増田 隆さん（富士）10,000円 

 

 

みんなの ＣＳ写真コンテスト 

東日本区の皆様、地域奉仕委員会では EMC の一

助になればと「CS 写真コンテスト」に合わせて随時

写真の募集をしております。ブリテンを拝見する様

子では各クラブでは熱心に活動されているようです

ので、お写真は蓄えられていらとは思いますので、是

非応募の程、よろしくお願い致します。 

応募対象写真   

２０１７年４月～２０１８年３月までに撮影され

た CS 活動を題材とした写真。データでの提出をお

願いいたします。応募写真には必ずコメントを付け

加えてください。 

※個人の特定できる写真は必ずご本人の許可を 

得て下さるようにお願い致します。 

応募資格     

東日本区所属の各クラブ。クラブメンバーおよび

コメットが撮影したもの。クラブ単位で応募して下

さい。 各クラブ５作品まで。 

応募期間     

２０１８年３月１５日～４月１５日 

作品の送付先   

 前原末子地域奉仕事業主任までお願いします。 

審査表彰     

２０１８年６月２日の東日本区大会で作品を展示。

区大会参加者の投票、別途選出の審査員の評価を加

味して決定します。東日本区大会中に発表致します。 

詳細お問い合わせ先   

東日本区地域奉仕事業主任  前原末子 

携帯 090-3155-5453  

e-mail：suekko0105＠yahoo.co.jp 

それでは皆様のご活躍を期待しております 

 

YMCA だより  

連絡主事 光永尚生 

ピョンチャンオリンピックでは多

くの友好の場面がありました。感動

と共に私たちの心に残る期間となりました。この原

稿の発信後にはパラリンピックが開催されますが、

引き続き選手の自己実現、平和と友好の実現が進め

ばと祈るばかりです。先月もお知らせしましたが、

2017 年度 YMCA 地球市民育成プロジェクト認証式

が来る、3月 18日(日)13:00～17:00まで在日本韓国

YMCA9 階にて行われます。当日参加でも結構です

のでお時間がある方には、ご参加を賜れば幸いです。
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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。 

3月14日(水)～18日(日)は、アジア・太平洋YMCA

同盟(APAY)の常務委員会が香港中華 YMCA にて開

催されます。日本からは、神﨑日本 YMCA 同盟総主

事、APAY 委員の皆様が参加されます。期間中は、香

港のワイズとの早朝例会も毎年予定されており、

様々な交わりの機会が設けられております。 

最後になりましたが、訃報を改めてお知らせいた

します。去る、2月 8日の未明、現福岡 YMCA 総主

事の奥村洋充さんが、急逝されました。全くの突然の

出来事でした。現在、福岡 YMCA をお支えすべく、

近隣の YMCA 並びに、全国 YMCA が協力して福岡

YMCA に対しての継続的な働きを進めるべく協議な

ども行っております。日本 YMCA 同盟は、全国協力

の一環として、神﨑総主事はじめ、スタッフが関わり

を持たせていただいております。福岡YMCAのことを、

皆様の祈りの中に加えていただければ幸いです。 

三寒四温の季節となりますがくれぐれもご自愛く

ださい。 

 

編集後記 

 寒さ厳しき折、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

平昌オリンピックを見ていて思うのは世界は勿論変

化しているのですが、日本人選手たちも気性が変わ

ってきていると感じました。世界を相手に、臆せず

堂々としている選手たちを見ていると日本の立ち位

置も自ずと分かってきます。 

パワーの移行と拡散が著しい今日の国際関係にあ

っては、現状規定や課題設定、規範形成の能力、例え

ば、「自衛」や「中立」などの「概念や用語の定義を

めぐる闘争」が国家の命運や存在感を左右するでし

ょう。問われるのは自国の政策、理念、制度の正当性、

信頼性、そして魅力です。 

ワイズも同じで、ボランティアとしての理念、制度

の正当性、お互いの信頼性、魅力が無ければ永続的な

活動は難しいものがあります。 

3 月 3 日から 4 日に東山荘で開催される「次期会

長、次期部役員研修会」でこれらを微力ながら皆様に

お伝えできればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録料 メンバー １３，０００円 

    メネット １０，０００円 

登録はお早目にお願いします。 

 

 


