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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  ＥＦ／ＪＥＦ                          2018.5.1 発行 第 11号 

理事メッセージ 東日本区理事 栗本治郎

すっかり暖かくなり、新緑の季節になりました。ワイズにおいては、今期のまとめの時期

であり、次期への引継ぎの時期でもあります。また、第２１回東日本区大会（沼津）まで残り

1 ヶ月程となりました。まだ登録がお済でない方は、至急登録をお願い致します。なお、8

月には、お隣の韓国の麗水（ヨース）で第７３回国際大会が開催されます。是非大勢で参

加しましょう。 

                                     

第 3回東日本区役員会報告 

４月７日（土）～８日（日）の２日間、熱海聚楽ホテルに

於いて第３回東日本区役員会（現・次期合同）が開催さ

れ、出席者４０名で、議決権者１６名は全員出席しました。

各種報告に続き、次期役員会、指名委員会も開かれま

した。 

各種報告に続き、以下の議案が全て承認されました。 

第１号議案：第２回東日本区役員会議事録の件 

第２号議案：東日本区定款一部修正案の件 

第３条クラブ・会員 第７項「１５名」を「５名」とする。 

第３号議案：東日本区定款施行細則の改訂案の件 

東日本区定款改訂に伴い、定款と施行細則の整合性

を保つため必要な見直し。 

第４号議案：信越妙高クラブ解散の件 

2018年６月末日をもっての解散届が提出される。 

第５号議案：東日本区会計中間決済及び監査報告の件   

第６号議案：2018-2019年度東日本区理事方針の件 

理事主題 「為せば成る」 

副題「ワイズが何をしてくれるかではなく、あなたがワイ

ズに対して何ができるかを考えて実行しよう」 

第７号議案：ユース活動費、YVLF費用の経理処理の件 

ユース活動費、YVLF 費用を 2018-2019 年度から特

別資金会計より経常会計に計上する。今期決算にて

余剰金を雑収入として計上する。 

第８号議案：2018-2019年度 東日本区会計予算の件 

収入の部にユース活動参加費およびユース負担金の

項目を追加し、支出の部にユース活動費および

YVLF費の項目を追加する。 

第９号議案：次年度の東日本区事務所長選任の件 

次年度東日本区事務所長：小山憲彦（東京サンライズ） 

第１０号議案：2018-2019年度東日本区役員承認の件 

第２回役員会で承認された役員の一部追加修正 

第１１号議案：第２３回東日本区大会ホストクラブ立候補 

の件 

ホストクラブ：十勝クラブ 

開催場所：十勝地方、開催日時：２０２０年６月 

第１２号議案：第２８回アジア太平洋地域大会準備金支  

援願いの件 

大会準備支援金：２５０万円 

（剰余金が出た場合は東日本区に返金） 

第１３号議案：次期理事等の指名の件 

次期理事：宮内友弥（東京武蔵野多摩） 

次年度の次期理事：山田敏明（十勝） 

次年度の次々期理事：未定   

監事（2017-2019）鈴木 茂（横浜つづき） 

監事（2018-2020）漆畑 義彦（富士） 
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第１４号議案：ハンドブック掲載諸規定等の改訂の件 

東日本区定款および定款施行細則の改訂の伴い、

整合性を保つためにハンドブックの諸規定等の改訂 

第１５号議案：RBM との連携「世界マラリアデー」 

イベント企画への後援の件 

ZEROマラリア 2030キャンペーンを後援 

 

 

第２回ワイズ・YMCA 

パートナーシップ委員会報告 

第２回ワイズYMCAパートナーシップ検討委員会が、

東西理事連絡会議の日程に合わせて、前日の４月２０日

（金）～２１日（土）の２日間、日本 YMCA 同盟（四谷）に

て開催されました。今回は、西日本区からオブザーバー

２名が加わり、「支えたくなるYMCA、入りたくなるワイズ」

をコンセプトに、短期的（１年程度）、長期的（５年をかけ

て）課題を協議しました。 

 

 

東西理事連絡会議報告 

恒例の東西理事連絡会議が４月２１日（土）、日本

YMCA 同盟（四谷）に於いて開催されました。東西両区

の現、次期理事キャブネット、事務所職員等 17 名が参

加し両区の活動状況、次年度の活動方針、区大会の日

程、国際大会の翻訳・翻訳機について協議しました。 

会議後に懇親の一時を持ちました。 

 

 

第４回役員会開催のお知らせ 

第２１回東日本区大会（沼津）前日の６月１日（金）１６

時３０分より第４回東日本区役員会を大会会場のプラサ 

ヴェルデ４階会議室で開催します。続いて、東日本区ア

ワー①②の部長報告・主任報告のリハーサルを致します。

その後、１９時３０分からプラサ ヴェルデ隣のダイワロイ

ネットホテル１階の「チャチャチャ」で前夜祭・理事杯ゴル

フコンペの表彰式を致します。 

 

年次代議員会開催のお知らせ 

既に告示して有りますが、2017-2018 年度年次代議

員会を６月２日（土）１０時３０分より東日本区大会会場の

プラサ ヴェルデ４階会議室において開催致します。区

役員、クラブ会長、部を代表する代議員の皆様は、必ず

ご出席をお願いします。 

 

国際ユースコンボケーション（IYC） 

参加者決定 

８月６日～１２日に韓国（麗水）で開催される国際

ユースコンボケーションに６名のユースの参加が決

定いたしました。 

宮内蒼也君（中央大学 YMCA、東京八王子クラブ推薦） 

泉明寺さくやさん（暁秀高校、熱海クラブ推薦） 

須郷利貴君 

（中央大学 YMCA・STEEP生、東京八王子クラブ推薦） 

永坂 仁君（AYR、宇都宮クラブ推薦） 

新井実帆さん（立教大学 YMCA、埼玉クラブ推薦） 

平川真友美さん（清泉大学 YMCA、東京北クラブ推薦） 
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ＢＦ代表来日 

カナダから TODD ROBINSON MR ＆ KAREN 

ROBINSON MRS 夫婦（カナダ・フレデリクトン在

住）が BF 代表として来日します。５月３１日、成田

到着後は東新部が受入れし、６月１日～３日（２泊）

まで第２1回東日本区大会（沼津）に参加。エクスカ

ーション後に、富士山部→あずさ部→関東東部→湘

南・沖縄部の順に訪問します。その後、６月７日午後

に西日本区へ移動する予定です。 

 

第 21回東日本区大会（沼津）ニュース 

クラブバナー及び部バナーを必ずお持ちください。 

役員引継ぎの方は、役員バッチを忘れずにお持ちく 

ださい。 

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）の登録受付はお済ですか。 

参加登録をお待ちしております。 

出店ブース等について 

① 活動等の展示（６月２日～３日） 

② グッズや物産品の販売（６月２日～３日） 

共に、CS コンテスト等の展示用スペースと同じ場所 

③ DBC・IBC関係等、旧交を温める会合や特別例会の

開催（６月２日、小会議室複数有ります） 

晩餐会でのアピールについて 

晩餐会の後半に時間を設けます。１グループ３分程度

でお願いします。締切５月１８日。 

大会ホームページは以下のアドレスです。 

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

 

元理事会開催のお知らせ 

暫く途絶えておりました東西の元理事会を６月２日（土）

１２時より１２時４５分まで、第２１回東日本区大会会場の

プラサ ヴェルデの会議室で昼食（弁当）を頂きながら開

催致します。利根川直前理事が出欠席をまとめています。 

 

５月はＥＦ／ＪＥＦの強調月間です 

EF（エンドメンドファンド）は国際協会の基金で、

ワイズダム発展のために会員やクラブなどからの寄

付、遺贈、献金などによって集められた基金です。 

JEF（東日本区ワイズ基金）は区独自の基金で、クラ

ブの記念行事、個人の冠婚葬祭などを記念しての献

金が対象です。JEF からは東山荘の本館新築の際の

寄付金や国際大会、アジア太平洋地域大会の補助金

に支出されています。 

JEF は第５１回熱海国際大会（１９７５年）の際、

大会開催のために日本区の会員が３年間にわたって

積立てた拠出金と国際協会からの還付金を基本財産

とする「アタミ基金」として設立されました。その後

「日本ワイズ基金」として運用されてきたものです。  

１９９７年に日本区が東日本区および西日本区とし

て発足した際に、同基金は東・西両区に分割譲渡さ

れ、東日本区においては「東日本区ワイズ基金」と称

しています。 

基金は減少しておりますので、今月は JEF 強調月

間ですから様々な機会をとらえ、事業の趣旨をご理

解頂き献金にご協力をお願い致します。 

 

第７３回国際大会（麗水）の登録始まっています 

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。登録費は、４８０ドルです。ドル

建での振り込みが必要です。 

説 明 は http://english.ysmen2018ic.org/online-

registration/  

下記のアドレスよりオンライン登録をお願いします。 

http://ysmen2018ic.org/wp-apform/?ctype=eng 

 

4月入会者紹介 

樋口 順英さん（東京グリーンクラブ）再入会 

久保田 和寿さん（十勝クラブ） 

勝田 いつ子さん（長野クラブ） 

有光 愛子さん（金沢八景クラブ） 

大木 一郎さん（熱海クラブ） 

杉山 伸也さん（熱海クラブ） 

 

５月役員会他の予定 

５月１日 代議員会議案送付 

５月１１日 区表彰委員会 

５月１３日 アジア太平洋地域大会実行委員会 

５月１８日 LT委員会 

５月１９日 オープン・フォーラム Y 

http://www.global-ad.jp/ys-east21/index.html
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東日本大地震支援募金 ４月 

第３回東日本区役員会     １５，７１２円 

熊本大地震支援募金  ４月 

第３回東日本区役員会     １５，０００円 

関東東部          １００，０００円 

東西理事連絡会議       １１，６８０円 

 

JEF献金 ４月 

小原 武夫さん        ２００，０００円 

久保 田貞視さん        ３０，０００円 

尾内 昌吉さん         １０，０００円 

光永 尚生さん         １０，０００円 

 

オープン・フォーラム・Y 開催 

第７回オープン・フォーラム・Y が開催されます。 

日時：2018 年 5 月 19 日（土）10：00～18：30 

場所：社会福祉法人 興望館 

  東京都墨田区京島 1-1-16 

YMCA だより 連絡主事 光永尚生 

早いもので、新学期が始まり 1か月 

となろうとしています。 

各 YMCA では、新しいクラス、新しい学校での授業、

新しいグルーブでの活動など様々な働きが進んでお

ります。昨年度の統計では、全国 35 の YMCA には、

177,819人の会員が在籍されております。ワイズの皆

さんも多くが参加されている役員・委員の方たちは

1,536人にのぼります。ユースボランティアは、4,765

人です。拠点は、226カ所に達しています。大学 YMCA

の活動も 37大学に増えました。このような数字を見

る限りでは、多くの拡がり、つながりを感じるわけで

すが、私たちの YMCAが、今までに皆さんと共に培っ

てきた、みつかる。つながる。よくなっていく。働き

の結果であると思います。多くの担い手によって、育

まれてきた各地での働きが、今後とも YMCAとワイズ

メンズクラブをはじめとするサポートしていただく 

皆さんとの協働で今後とも進められることを切に願

い、祈ってまいります。来る、5月 11 日には、日本

YMCA 主事資格審査が行われます。日本 YMCA 主事資

格は、75日間のステップⅡ研修会を終え、翌年以降、

主事資格審査論文を執筆し、全国 YMCAの総主事によ

る口頭試問に合格して、初めて認められる認証主事

としての資格です。認証主事は、クリスチャンである

ことが大きな特徴となります。現在、全国には 170名

程度が、有資格者として在籍されています。これま

で、ワイズメンズクラブより多くのお支えを頂き、各

地の YMCA で認証主事の皆さんが誕生してきました。     

また、今年からはじめての試みとして、全国 YMCA新

人スタッフ研修会が横断的に開催されます、すでに、

各地での新人研修は実施されていますが、具体的な

要件として、将来のステップⅡを目指す担い手とし

ての新人スタッフとして、敢えて、資格を限定してま

いります。全国の YMCAの新しいチャレンジのひとつ

として捉えていただければ幸いです。沼津の区大会

には多くの担当主事に集っていただく予定です。 

 

編集後記  

6 月 2 日、3 日の第 21 回東日本区大会、会場のプラ

サヴェルデで皆様のお越しを首を長くしてお待ちし

ています。残すところ 1 カ月、栗本理事キャビネッ

ト一同、全力で駆け抜けますので、最後まで特に EMC

事業に対して皆様のお力添えをお願いいたします。 


