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東日本区理事 板村哲也（東京武蔵野）変化をたのしもう！ 

関東東部部長 柿沼敬喜（東京ｸﾞﾘｰﾝ）学びと親睦を糧に外へ向かおう！ 

千葉ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ 髙田会長主題 ﾜｲｽﾞ活動を通じて地域への貢献を 
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  千葉ウエストクラブ2月例会 

     （TOFの月)          

日 時：2月20日（土）午後2‐3時 

Zoom例会 

司 会                長尾昌男君        

開会点鐘             髙田一彦会長 

ワイズソング・ワイズの信条 

聖書朗読                    守安久美子さん  

ビジター・ゲスト紹介 

会長報告 

YMCA報告 

Happy Birthday         内田雅代さん 

協議  

近況報告             参加者全員 

閉会のことば             吉﨑勇君 

閉会点鐘                髙田一彦会長 

            Zoom担当     内田久昭君 

“ TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT “ 

今月の聖句                              

一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒の

ままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ。  

（ﾖﾊﾈによる福音書12章24節） 

小林牧師の説教 

落ち葉掃き 

 

【2020年コロナ禍でチャーターに漕ぎつけた千葉ウエスト】 

新型コロナウイルス感染情報が出掛けた2月1日に、2019ｰ

20年度 Change! 2022 シンポジウムで「新クラブ設立の動

向」について報告。この日に、柿沼部長より10月3日の関

東東部大会のメインとしてチャーターナイト？と持ち掛けら

れました。第1波の収束を見た6月20日の設立準備例会

で、秋のチャーターナイトを見越し設立総会を7月18日とし

た。第2波のピーク前の7月18日に、総勢40名での設立総

会を強行し、第2波と第3波の谷間の10月3日に、総勢66名

でのチャーターナイト

を挙行。2020年コロナ

禍の間隙を突いて、

無事「千葉ウエストワ

イズメンズクラブ」の船

出となりました。感謝・

感 謝 の 1 年 で し た。 

（長尾昌男） 

TOF–2月強調月間テーマ 

1970年12月13日、第1回「断食の日」が開催されました。

3,974米ドルの寄付金が集まり、難民プログラ

ムのために世界YMCA同盟に寄付されまし

た。TOFは1972年に導入されて以来、YMIの

主要なプログラムとして発展してきました。こ

のプログラムのコンセプトは、ワイズメンズクラ

ブ国際協会の会員が少なくとも1食分の食事を抜き、その

食事代を基金に寄付するというものです。TOFは、ワイズメ

ンズクラブ国際協会とYMCAのために資金を配分し、継続

して、必要とされる方々に支援を提供しています。TOFの

取り組みは、地元と国際の両方に影響を与えます。そのプ

ロジェクトは、国連の「持続可能な開発目標」（SDGs）のう

ち少なくとも1つに沿ったものでなければなりません。         

（オルガ・ボズチコバTOF国際事業主任） 

2月例会は、諸般の事情によりZoom開催となり

ます。今回は、初めての試みなので事務連絡、

近況報告等1時間くらいにしたいと思います。内

田久昭君にZoom担当をお願いしていますの

で、Zoom扱いの案内は、別途内田君より発信さ

れる予定です。                  

尚、1月例会は中止しましたので例会データは

ございません。 

（長尾設立準備委員長の経過報告） 



 
2020～2021年度 東日本区 後期区費 等 

通常会員の区費 7,500円 × 7名 = 52,500円 

担当主事の区費 2,000円 

国際協会加盟金(今回のみ) 11,991円 

メネット献金 10,000円     合計 76,491円 

・納期 2月15日 東日本区へ送金 

------------------------------------------ 

2020～2021年度 東日本区 各種献金達成目標 

担当     事業  目標額（1人当り） 

理事キャビネット PWALP   800円以上 

地域奉仕     CS      1,250円以上 

地域奉仕     ASF      500円以上 

地域奉仕     FF        500円以上 

国際・交流     BF      2,000円以上 

国際・交流     TOF     1,300円以上 

国際・交流     RBM        800円以上 

国際・交流     YES        500円以上 

2020.7.1現在の会員に対する目標額合計7,650円 

以上の所、千葉ウエストは2021.1.1現在の会員数8名

分合計61,200円を献金 

・各種献金の納期 2月15日 関東東部へ送金2月28

日 関東東部から東日本区へ一括送金 

＜事業概略＞ 

PWALP  (Paul  William  Alexander  Legacy  Project)

（ポール・ウィリアム・アレキサンダー遺産計画）ワイズ

メンズクラブ100周年記念事業用で、2019-2020年度

から2021-2022年度の3年間。 

CS (Community Service)                 

国際社会・地域社会への奉仕・支援のために活用さ

れる献金で、国内外からの援助要請に応え役立てら

れる。 

ASF (Alexander Scholarship Fund)           

ワイズメンズクラブ創始者ポール・ウィリアム・アレキサ

ンダー記念として設置された国際協会の基金。将来

YMCA主事になろうとする青年への奨学金や研修プ

ログラムを提供するために、世界的にまた、各地域に

おいても資金面での支援する。ASF献金の10%が国

際協会へ送金される 。 

今年度は新型コロナウィルスの影響で困難な状況に

ある世界中のYMCAを支援するために、ＡＳＦ献金から

寄付がされます。（区事業主任の小原史奈子さん発信

メールより） 

FF (Family Fast)                                                  

家庭内や友人、知人に協力を求め食事代を献金し、東

日本区内のHIV/AIDSに関わる活動に用いられる。東日

本区独自に取り組んでいる国内の献金プロジェクト。 

BF (Brotherhood Fund)                                         

使用済切手(現金を含む)を集めてBF代表の海外派遣

の資金、国際・地域役員の出張旅費としている。 

TOF (Time of Fast：断食の時)                                 

クラブ例会での食事を抜き、その金額相当分を国際協

会に献金する。国際協会が選定する発展途上国を主た

る対象とする地域支援プロジェクトに用いられる。 

RBM (Roll Back Malaria)                                        

ワイズ国際協会が国連のプログラムと連携して取り組ん

でいるマラリア撲滅キャンペーンへの協力運動。 

YES (Y’s Extension Support)                                  

新クラブ設立の活動を支援するための地域（エリア）レベ

ルの基金。 

--------------------------------------------- 

千葉YMCA関係 

・YMCAインターナショナル・チャリティーラン 

～千葉・とちぎ・ぐんまYMCAバーチャリティーラン～   

に協賛（３口３万円） 

・北関東YMCAリーダー研修会（茨城・ぐんま・埼玉・千

葉・とちぎ＋山梨・盛岡）のためのリーダー養成募金

に協力（１万円）                       

2月7日（日） Zoomにて開催されました。 

-------------------------------------------- 

第1回関東東部EMCセミナー                        

3月28日（日）午後Zoomにて開催予定。 

—————————--------------------------------

2021～2022年度 クラブ役員について 

会長：髙田一彦 副会長：吉﨑 勇 

書記：内田久昭  会計：長尾昌男 

※東日本区次期会長・部役員研修会3月6日（土）WEB

会議システムZoomでの開催を予定 

“ TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT “ 


