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会員増強に向けて 
関東東部会員増強事業 

主査 金丸満雄 

今月の強調テーマは、EMC－M（Menbership＝会

員増強）と C（Conservation＝維持啓発運動）です。

7 月 1 日現在、東日本区 860 名(関東東部は 136 名) 

会員増強は永年のテーマとして毎年様々な取組が行

われていますが、その成果が表れず減少し続けていま

す。今期、伊丹一之東日本区会員増強事業主任より、

「2022 年をゴールとする中期会員増強運動を展開す

ること」が提案され第 2 回東日本区役員会で決定致さ

れました。ワイズメンズクラブ国際協会は 2022 年に

創立 100 年を迎えます。東日本区においても 2022

年を目指し、東日本区発足時の会員数 1246 名を目標

に中長期会員増強事業計画（期間：4 年、目標会員数

1246 名、新クラブ 5 人以上で設立、取組み体制：EMC

事業新組織委員会、詳細：役員会承認後詰める）が新

しいプロジェクトとしてスタートします。 

ひがしクラブにおいては、29 名のメンバー数から減

少を続け、名迄に落ち込んでしまいました。今こそ危

機感を共有し、設立当時の様な活気あるクラブを目指

し会員増強を進めたいと思います。 

エクステンションは、3 年前から新クラブ設立に向

け活動してきました。この度、千葉クラブがスポンサ

ークラブとなり設立準備委員会が組織され、仮称千葉

ウエストクラブ設立に向けスタートします。 

関東東部 11 番目のクラブ誕生を目指しオール関東

で支援しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒136-0016  江東区 東陽 2-2-20 東京 YMCA 東陽 町 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ内  ℡03-3615-5565    

国際会長：Moon Sang Bong(韓国)主題「私たちは変えられる」 

アジア太平洋地域会長：田中博之(東京多摩みなみ) 主題:「アクション！」 

東日本区理事：宮内友弥(東京武蔵野多摩) 主題:「為せば、成る。」 

関東東部部長：衣笠輝夫(埼玉) 主題:「良いものを見つけ・つなげて、よくなろう」 

東京ひがしクラブ会長：金丸満雄 主題:「楽しもう ワイズ！！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スマイル 

 

11 月 8,000 円 

 

 累計 49,500 円 

11 月例会 

出席者    10 名  ﾒﾈｯﾄ       名 

会員出席数    ９名  ｹﾞｽﾄ   1 名 

在籍数      12 名 ﾒｲｷｬｯﾌﾟ   名 

(広義会員２名) 

  

ひがし会員出席率 ９０％  

 

 

強調月間 

EMC-MC 

2018-2019 年度役員 

会 長  金丸満雄 

副会長  飯田歳樹 

書 記  須田哲史 

会 計   鮎澤正和 

担当主事 沖 利柯 

 

✞今月の聖句✞ 

『いと高きところでは、神に栄光があるように、地の上

ではみ心にかなう人々に平和があるように。』 

－ルカによる福音書第２章 14 節－ 

 

12月クリスマス例会 

と き 2018 年 12 月 13 日(木) 

    PM6:00～8:30 

ところ 東陽町センター１階 YMCA ホール 

 

プログラム 

第 1 部：礼拝＝司会 竹内 聰 

  讃美歌 312 番(いくしみ深き) 

  聖書朗読 ヨハネによる福音書第 6 章 1～15 節 

  クリスマスメッセージ       沖 利柯 

  祈 祷              沖 利柯 

  讃美歌 109 番(きよしこのよる) 

  献金 

  天国に召された方々への感謝 

 

第 2 部：祝会＝司会：須田哲史 

  開会挨拶          会長 金丸満雄 

  ゲスト紹介 

  食前の感謝            竹内 聰 

  食事・懇談 

  お楽しみコーナー 

  プレゼント交換 

閉会点鐘         副会長 飯田歳樹 
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１１月例会は、１１月８日（木）PM６時３０分より

東陽町センター１階ＹＭＣＡホールで開かれた。今月

は講師を招いての予定であったが都合がつかず事務報

告例会となった。また 田中博之アジア太平洋地域会

長がゲストとして出席していただき、国際議員の選挙

及び候補者の紹介やアジア太平洋地域の現状及び東日

本区内の様子をプロジェクター使ってお話を頂いた。 

引き続き金丸会長より１１月以降の予定・次期役員

候補選出などの報告事項が発表され閉会した。(高野) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 月 17 日(土)、第２回関東東部評議会が東陽町

センターにて開催された。定刻の 13 時 30 分衣笠部

長の開会点鐘で開会された。部長よりクラブ公式訪問、

第 22 回部大会報告、ユース関連などが報告がされた。

各事業主査より前期の活動報告がされ、続いて各クラ

ブ会長より活動報告と今後の計画など種々後期に向け

述べられた。ひがしクラブは、例会報告と YAMCA サ

ービス報告を述べ、会員増強活動の一つとして退会者

への再入会勧誘計画をアピールした。休憩後、議長に

衣笠部長を選出し議案審議が行われた。第 1 号議案「第

1 回関東東部評議会議事録の承認の件」＝承認。第 2

号議案「関東東部会計予算について」＝修正された予

算を承認。第 3 号議案「新クラブ設立準備委員会の件」

＝承認、部より設立準備金として 5 万円を支出するこ

とも承認。以上３案が承認され最後に、山本書記より

来年開催されるアジア太平洋地域大会のアピールで評

議会は終了した。 

(総出席者 25 名／ひがし出席者：鮎澤、金丸) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
              担当主事 沖 利柯 

▼ＳＴＴ報告 

第 20 回ソウル・台北・東京ＹＭＣＡ指導者協議会」（Ｓ

ＴＴ）が、10 月 24 日～26 日に、ソウルＹＭＣＡを会場

に開催されました。東京ＹＭＣＡからは会員・職員計 8 名

が参加し、ソウル、台北、東京の各ＹＭＣＡ合わせて約 40

名が集いました。「北東アジアの平和と安定－ＹＭＣＡの役

割」のテーマのもと、基調講演、各ＹＭＣＡからの報告等が

持たれ、課題とアイデアが共有されました。また最終日には

ソウルＹＭＣＡ115 周年記念式典が行われました。 

▼ＹＭＹＷ合同祈祷週礼拝 

11 月 15 日に「ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝」が、

東京ＹＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡ、東京ＹＭＣＡの共催で、

東京ＹＷＣＡカフマンホールを会場に開催され、約 60 名が

集いました。野田沢牧師（日本基督教団学生キリスト教友愛

会牧師・学校法人東京ＹＭＣＡ学院評議員）に、今年のテー

マ「ユースエンパワメントが世界を変える～限りない可能性

を信じて～」に沿った説教をいただき礼拝を守りました。 

席上献金は、日本基督教団北海教区の北海道胆振東部地震被

災者支援活動のためにささげられました。 

第２部では懇親の時を持ち、各ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡからア

ピールもあり交流を深めました。 

▼第 20 回日本ＹＭＣＡ大会 

11月23日～25日に日本ＹＭＣＡ同盟東山荘で開催され、

全国のＹＭＣＡから会員やユースリーダー、職員など計約

250 名が集い、東京ＹＭＣＡからも 31 名が参加しました。

ユースが中心となって企画、運営を行い、「つどえ東山荘に“～

すべての”Ｙ“がつながる日～」の全体テーマのもと、テー

マ別セッション、グループタイム、ワールドカフェ等が持た

れ、学びと交流が促されました。また期間中に全国の永年継

続会員や特別功労者への表彰も行われました。 

▼クリスマスオープンハウス準備佳境 

 12 月 23 日のクリスマスオープンハウスに向けて準備が

急ピッチです。アトリウムにはひがしクラブからいただいた

クリスマスツリーは綺麗に輝いています。ＹＭＣＡホールの

壁はスタッフボランティアにより塗りかえられ、暗い電気は

ＬＥＤに交換予定です。また、献品の仕分け作業も毎日コミ

ュニティーのスタッフが奮闘しています。 

 18 日～21 日まで、10：00～19：00 まで値札をつけ

る作業に入ります。少しの時間でも構いませんのでお手伝い

いただける方大募集です。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第 2 回関東東部評議会 

 第 2回関東東部評議会 

 

  11月例会 

 

★仮称千葉ウエストクラブ設立準備委員会★ 

委員長： 長尾昌男 

  副委員長：髙田一彦 

  書 記： 青木一芳 

  委 員： 青木清子  石丸隆章 

       徳永浩一  廣田光司 

       古屋朝則  徳永浩一 

       柿沼敬喜  金丸満雄 

       衣笠輝夫(オブザーバー) 

              （以上敬称略） 


