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国 際 会 長 主 題 「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 

スローガン   「命の川を信じよう」 

アジア太平洋地域会長主題 「変化をもたらそう」 

スローガン   「奮い立たせよう」   

 東 日 本 区 理 事 主 題 「変化をたのしもう！」 

 スローガン   「助け合い、分かち合い」 

強調月間 評価     2021. 6. １ 発行  第 12 号 

 
理事メッセージ 

東日本区理事 板村 哲也（東京武蔵野多摩） 

 

全国的にはまだ梅雨入りしたわけではありませんが、梅雨入りし

た地方は平年より大幅に早い梅雨入りとなりました。皆さまには体

調にお変わりありませんでしょうか。お見舞い申し上げます。 

5月10日に施設入所者でない一般の高齢者を対象とした新型コロナ

ウイルスワクチンの接種が始まり、私たちの活動にも少し先が見え

てきました。これからも気を引き締め、困難を乗り切りましょう。 

 あっと言う間に1年が過ぎ、残すところ１か月となりました。6

月は「評価」の強調月間です。コロナに始まり、コロナに終わる1年となりましたが、夫々の立場

で1年を回顧し今期の経験を次期に生かせるように致しましょう。 

また今月は年度の締めくくりとして、第4回役員会、年次代議員会、区大会、法人化と重要行事

が続きます。関係者の皆さまはご準備をよろしくお願い致します。それぞれの結果につきまして

は、月末に理事通信の最終号で皆さまにお伝え致します。 

改めて第24回東日本区大会の案内を5頁から掲載しました。皆さまが一堂に集い懇親を深めるこ

とが許されない状況下での開催となりましたが、皆さまと一緒に歩んだこの一年間を振り返ると

共に、大久保知宏ワイズの理事就任を祝い次期への飛躍につなげて行きたいと思います。多くの

皆さまのご参加をお待ち致します。 

なお、第24回西日本区大会は主に飲食を伴うプログラムで変更が生じましたので、参加予定の

方は西日本区からの連絡にご注意下さい。 

国際関係での大きなニュースとしまして、2022年8月に予定されていた世界大会（於ハワイ）

が1年延期となり、2023年8月の開催となりました。 

最後に私事ですが、運よく5月13日にかかりつけ医で1回目の新型コロナウイルスワクチンの接

種を受けることができました。第2回目は6月3日の予定です。 

 

 

 

★今月の強調月間は「評価」です。１年の活動について評価、見直しをお願いいたします。 

 

強調月間「評価」 
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★国際会長ニュースから 

2020-21 国際会長ジェイコブ・クリステンセン 

会員の皆さまへ 

国際会長ニュース 6 月号へようこそ。今号では、

YL（YMCA リエゾン）、キム次期国際会長の来年度

の計画、「IHQ からのニュース」、「良い話を伝え

よう」および国際会長裁量基金についてご紹介しま

す。 

もうすぐ、2020-21 年のクラブ年度を振り返る時

期になります。このクラブ年度は、ただ終わるべき

ものでしょうか？ただ消えてしまっていく年だった

のでしょうか？そんなことは絶対にありません。

YMI は、眠っていた訳ではありません。パンデミッ

クの初期において、すべてのレベルでの私たちの活

動を可能な限り盛んにすべきだと考えました。全世

界で数多くのバーチャルミーティングが行われまし

た。私個人は、100 以上のミーティングに参加しま

した。そうです。 

私たちは、旗を掲げ続けることができ、新型コロ

ナウイルスが猛威を振るっていても、すべての活動

を、全力を挙げて続けて行こうと、語り合ってきた

のです。 

今年度の私の目標のひとつは、国際レベルとクラ

ブレベルの距離を縮めることでした。毎月、国際会

長ニュースをお届けしていますが、ニュースや「良

い話」によって、皆さんが私たちの活動の一部であ

るということを感じていただけたなら幸いです。 

5 月 8 日に開催された国際議会の特別会合では、

ジョース・ヴァルギース国際書記長、国際執行役員、

EF 評議員にジュネーブの IHQ にふさわしいオフ

ィススペースの購入を決定し、交渉する許可が与え

られました。現在、この目的のためにポール・ウイ

リアム・アレキサンダー遺産基金への寄付に特に力

を入れる時期に来ています。 

インドでは新型コロナウイルスの状況が非常に悪

く、苦しんでいる人々、酸素、病院の設備、助けを

必要としている人々のために祈っています。インド

新型コロナウイルス緊急アピール 

(https://www.ysmen.org/appeals/india-covid-19-

emergency-appeal/) 

で集められたお金は、病院や最前線の健康センター

を支援するインドのクラブや YMCA をサポートす

るために使われます。 

 

 

 
 

★IHQ からのニュース 2021 年 6 月 

国際書記長 ジョース・ヴァルギース 

2021 年 5 月 8 日に国際議会の特別会合が開か

れ、重要な決定がなされました。この会の記録は、

国際議会議事録を受け取っている方に回付されまし

た。 

2022 年国際大会ホストコミッティー、米国地域、

ハワイ区の奨めに基づいて、2022 年 8 月に開催予

定だった国際大会は、新型コロナウイルスパンデミ

ックの継続とそれに伴う制限のため、2023 年 8 月

に延期されました。 

また、国際議会は、YEEP プログラムを直ちに終

了することを決定し、IGo（Internships 4 Global 

Outreach）という新しいプログラムを承認しました。 

IGo についての詳細は、こちらのウェブサイト 

(https://www.ysmen.org/partners/youth/program

mes/igo/)  をご覧ください。 

6 月は、私たちの活動を振り返る年次レビューの

月です。逆境にもかかわらず、年末までに約 80 の

クラブが結成されたことを報告できることは、心温

まることです。今月は、ミャンマーの YMCA の支

援により、同国で 4 つの新クラブが設立されること

を祝います。また、ブルンジが YMI ファミリーの 

73 番目の国として加わりました。 

私たちの悲願であった会員オリエンテーションマ

ニュアルの作成は、マニュアル検討委員会の素晴ら

しいリーダーシップのもとで完成いたしました。 

会員オリエンテーションガイドはここ 

(https://drive.google.com/file/d/1xI8LT-

oNAjtRL1uB-AkbdFW2_haT-rJJ/view) 

からダウンロードできます。 

2021/22 年度の国際会長の就任式は、2021 年 7

月 3 日に韓国で開催されるハイブリッドイベント

として行われます。 詳細は、近日中に発表いたしま

す。 

 
★トライアングル DBC 締結 

東日本区理事 板村 哲也（東京武蔵野多摩） 

東日本区の石巻広域クラブ、東京むかでクラブと

西日本区の神戸ポートクラブのトライアングル DBC

の調印式が 6 月 6 日第 24 回西日本区大会の席上で

行われます。これまでの東日本大震災復興支援活動

を通じての結びつきです。おめでとうございます。 

当初東西両区大会での締結式が考えられていまし

たが、東日本区大会がズームによる短時間の開催の

ため時間的な余裕がなく、リアルで開催される西日

本区大会の席上での調印となりました。 
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★アジア太平洋地域のワイズ 100 周年行事 

東日本区理事 板村 哲也（東京武蔵野多摩） 

 ワイズメンズクラブ国際協会アジア太平洋地域は、

ワイズメンズクラブ創立100周年を記念して、下記

の3つの記念行事（プロジェクト）を実施し、100周

年記念国際大会で発表することになりました。それ

ぞれのプロジェクトで各区より代表者1名が委員と

して参加し（一部未定）取組がスタートしました。

②のプロジェクトの区代表を募集中です。興味のあ

る方はぜひご連絡ください。 

進捗状況は適宜ご報告して参ります。 

① ソング・フェスト 

Song Fest 

 委員長：浅羽俊一郎（埼玉） 

 委員：小川圭一 （東京世田谷） 

 構想：新しいワイズソング、地域の歌集、オンラ

インショータイム、新たなイベントとアイディ

ア、タレントの発掘。他地域にも声掛けする。 

②食べ物と伝統のコンテスト 

Food, Our Heritage and Culture 

委員長：Clarence Ling（シンガポール） 

構想：地域内 15 か国の独特の料理とその背景にあ

る文化、伝統、歴史、またフードロスの削減など

を冊子（デジタル）、ビデオに取りまとめる。 

② 環境事業 

Green Activity Social Enterprise 

委員長：Colin Lambie（ベンディゴ） 

構想：アジア太平洋地域の YMCA との協働により

太陽光発電と売電。収益を地域の発展に使用。 

 
★田中さんの YouTube を見よう 

東日本区書記 小山 久恵（東京サンライズ） 

田中博之アジア太平洋地域直前会長より、国際協

会とアジア太平洋地域のウェブサイトについて、日

本語でこれらの説明の動画（約 1 時間）を作成頂き

ました。両ホームページにつき、日本語で分かり易

く解説されています。ウェブサイトにはいろいろ重

要な情報や有益な情報が収納されています。 

ウェブサイトの有効活用のために、ぜひ動画（下記

のメールにあるリンク）をご覧ください。 

 ＜YouTube＞ 

https://www.youtube.com/watch?v=kVZIU9JAk

3s&t=227s 

・各ウェブサイトの URL は以下のとおりです。 

国際協会 https://www.ysmen.org/ 

アジア太平洋地域トは、以下のとおりです。 

http://www.ysmenap.org/ 

★インド新型コロナウイルス緊急アピール 

 ＝クラブ、会員、友人、家族からの募金＝ 

東日本区理事 板村 哲也（東京武蔵野多摩） 

ワイズメンズクラブ国際協会は、最近のインドに

おける新型コロナウイルスの急激な蔓延と、現地の

クラブの積極的な対応を考慮して、「Heal the World」

プログラムを通じたインドでの緊急支援活動のため、

緊急アピール（募金）を開始しました。 

このアピールで集められた資金は、マッチングフ

ァンドとして、インドのクラブや YMCA の活動を支

援するために使用されます。 

国際協会は、国際会長裁量基金（国際会長が緊急

時に自由に使える小額の基金）および韓国地域から

それぞれ 1 万スイスフランの資金を既に拠出してい

ます。 

寄付金は区で取りまとめて国際へ送金致します。

受付締め切りは 6 月 10 日となります。なお送金に

際しては備考欄に「インド」と明記して下さい。 

振込先： 

ゆうちょ銀行から振り込む場合： 

   ゆうちょ銀行 口座記号番号 00110-0-362981 

他の金融機関から振り込む場合： 

 ゆうちょ銀行 019 支店 当座預金  

口座番号：0362981 

（加入者はどちらも「ワイズメンズクラブ国際協会東

日本区」となります） 

 

★今年度周年を迎えられたクラブを紹介します 

2020 年 7 月～2021 年６月に周年を迎えられたク

ラブをご紹介致します。 

90 周年：横浜(1930.12) 東京(1931.2) 

70 周年：甲府(1950.11) 

60 周年：東京むかで(1961.5) 東京世田谷(1961.6) 

45 周年：埼玉(1976.2)  

40 周年：東京北(1981.1) 札幌北(1981.5)  

下田(1981.6) 

35 周年：御殿場(1986.5) 

25 周年：那須(1995.9) 東京町田コスモス(1996.5) 

15 周年：金沢八景(2006.2) 茨城(2006.3) 

横浜つづき(2006.5)  

10 周年：長野(2010.10) 仙台広瀬川(2011.5) 

5 周年：石巻広域(2016.5) 

おめでとうございます。 
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★YMCA 報告 

日本 YMCA 同盟担当主事 光永 尚生（三島） 
YMCA では、2021 年度が始まりましたが、再度、

緊急事態宣言、蔓延防止措置など全国で困難が続い

ており、こころを痛めております。世界に目を向け

ても、困難を克服しつつある地域と、これからさら

に困難が予想される地域などの格差を心配します。 

また、香港、ミャンマー、イスラエルとパレスチ

ナなどでは、紛争が発生し、多くの尊い命が失われ、

この瞬間にも、危険にさらされている多くの子供た

ちや人々のことを覚え、祈るばかりの毎日です。私

たちは、微力かもしれませんが、決して無力ではな

いことを今こそ強く心に灯しつつ、歩んでいくこと

が必要です。 

しかしながら、どのような困難の中にあっても、

世界を見つめ、地域に生きる YMCA の働きを進めて

いくことが、YMCA としての使命であると考え、私

たちは前進しています。 

2021 年度からスタートする「日本 YMCA 中期計

画 2021-2023」は、「光は闇の中で輝いている」を

テーマにして、社会全体の先が見えない中であって

も、明確になっている社会課題にフォーカスを続け

ます。そして、YMCA 運動の進むべき方向性をはっ

きりと見出し、今こそ「ポジティブネットのある豊

かな社会の創造」を目指し、リジリエント、リカバ

リー、リイマジネーションをキーワードとして一歩

ずつ歩みます。 

全国 YMCA を見ると、多くの事業が影響を受けな

がらも、懸命に地域との連携や協働を進めている

YMCA が多く、それぞれの与えられた賜物を生かし

続けて活動しています。その中には、多くのワイズ

メンの皆様、メネットの皆様のご尽力による励まし

が各地に存在していることは間違いありません。 

ワイズメンズクラブの全ての皆様のお支えに心か

ら感謝しております。まもなく、激動の今期東日本

区板村理事期、西日本区古田理事期のまとめの時期

を迎えます。多くの励ましをいただきながら共に歩

んできた 1 年でしたが、今後とも YMCA と共に歩

み祈りを合わせていただければ幸いです。今後とも

情報の共有、発信など双方向のパートナーシップ推

進を目指してまいります。いつもありがとうござい

ます。 

 

★東日本区事務所の一時閉鎖（延期） 
東日本区理事 板村 哲也 

新型コロナウイルスの感染は発生から 16 ヶ月を

経過しても収まらず、感染「第 4 波」が到来し、4 月

25 日から始まった緊急事態宣言は、5 月 28 日に東

京都や大阪府を含む 9 都府県に 6 月 20 日まで延長

が発令されました。 
当該宣言期間中は東日本区事務所の閉鎖を延長す

ることを決定致しました。 
またこの間、区が主催する、或いは区が関わる諸

行事、会議等は対面での実施は行わないこととし、

行う場合はズーム等の非対面方式で実施することと

致します。 
事務所への急な用件や連絡等は、東日本区事務所

長（小林隆）、東日本区書記（小山久恵）または東日

本区理事（板村哲也）にメールまたは電話で行って

頂きますようお願い致します。 
 

★入会者（2021 年 4 月 1 日～30 日） 

 御殿場 神野 裕子さん（休会復帰） 
甲府 21 村上 由美子さん 
甲府 21 長坂 善雄さん 

 

★募金・献金 ありがとうございました。 

・JEF 献金 

小林 隆さん    （沼津） 50,000 円 
小原 史奈子さん（東京たんぽぽ） 10,000 円 
板村 哲也さん  （東京武蔵野多摩）  10,000 円 
髙田 一彦さん  （千葉ウエスト）  10,000 円 
横浜つづきクラブ（創立 15 周年を記念して）15,000 円  

 
★6 月、7 月の予定 
6 月 2 日(水)19:00～ Zoom 拡大 EMC 事業委員会 

4 日(金)19:00～ Zoom Change! 2022 推進委員会 

4 日(金)18:00～20:00 京都 西日本区大会前夜祭 

5 日(土)14:00～18:30 西日本区大会 1 日目 

6 日(日)09:00～12:30 西日本区大会 2 日目 

ウェスティン都ホテル京都（ハイブリッド） 

11 日(金)18:00～ Zoom 第 4 回役員会 

12 日(土)10:00～ Zoom 年次代議員会 

12 日(土)13:30～ Zoom 東日本区大会 

21 日(月)19:00～ Zoom 文献・組織検討委員会 

30 日(水)19:00～ Zoom 第 6 回 LT 委員会 

7 月 7 日(水)13:00～ 四谷 監査（会計/行政） 

10 日(土)     Zoom 第 1 回役員会 
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東日本区理事 板村哲也（東京武蔵野多摩クラブ） 
第 24 回東日本区大会実行委員長 荻野清（甲府 21 クラブ） 

 
皆さまには益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
さて、下記の通り第24回東日本区大会を開催いたします。 
今回の大会は新型コロナウイルス感染症対策のため、対面による行事は理事就任式のみとし、そ

れ以外はリモート参加または事前録画による3つの形式の混成（ハイブリッド）で行い、国内外の会

員の皆さまに映像を中継配信させて頂きます。また、従来は２日間で実施していました内容を今回

は一部プログラムの省略や時間短縮などをして３時間で実施いたします。異例の形式での開催とな

りますが理事、役員、委員より皆さまと一緒に歩んだこの一年間のご報告と次期への引継ぎをさせ

て頂きます。パソコン、タブレット、スマホなどでどこからでも手軽にご参加いただけますので、

是非ご視聴ください。 
多くの皆さまのご参会をお待ちいたします。 

 

記 

 
１．日 時：2021年6 月12 日（土）13:30～16:30 
２．場 所：山梨県甲府湯村温泉郷 常磐ホテル 
３．主 宰：東日本区理事 

ホスト：あずさ部甲府 21 クラブ 
     配 信：株式会社フォネット 

４．方 法：ズームウェビナーによるハイブリッド形式 
５．言 語：日本語/英語（同時通訳付） 
６．プログラム：別紙参照 
７．参加・出席形態 

（１） 来賓、報告者（部長・事業主任他）、一般参加者：リモート 
（２） 理事就任式/引継関係者：対面＋リモート 
（３） オープニング/開会式/閉会式：対面＋リモート＋ビデオ録画 

８．参加費：なし 
９．参加方法：後日連絡のURLより参加（セキュリティーの関係から別途連絡） 
注：今回の区大会で用いるリモートの方式は配信業者の所有する「ズームウェビナー」 

で、これまで東日本区が会議や例会に使用してきましたズームとは運用が若干異なり 
ます。報告者の方以外は会場からの一方通行配信となります。 

10．問い合わせ先： 
     大会実行委員長：荻野 清（甲府21クラブ） 
     東日本区書記  ：小山久恵（東京サンライズクラブ） 

以上 
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　◆開催日時：2021年6月12日（土）13：30～

　◆開催場所：甲府湯村温泉郷「常磐ホテル」コンベンションホール

　◆開催方式：リモート・オンライン方式（ｚoomウェビナー） 　　東日本区理事：板村哲也

　◇総合司会：米長晴信（甲府21クラブ） 　　ホストクラブ：甲府21クラブ

項 　　目 時　　間
開　　幕 オープニング＆バナーセレモニー 13：30～

開会宣言・点鐘 13：40～
ワイズソング・ワイズの信条
聖書朗読・祈祷
歓迎の挨拶
来賓祝辞
　＊日本YMCA同盟総主事
　＊アジア太平洋地域会長
　＊西日本区理事
メモリアルアワー ～14：20

（移行時間）

理事報告 14：22～
＊代議員会報告
部長報告
　＊北海道部
　＊北東部
　＊関東東部
　＊東新部
　＊あずさ部
　＊湘南・沖縄部
　＊富士山部
＊法人化報告
事業主任報告/表彰
　＊地域奉仕・Y事業報告（表彰含）

　＊会員増強事業報告（表彰含）

　＊国際・交流事業報告（表彰含）

　＊ユース事業報告（表彰含）

＊ワイズメネット委員長報告
＊震災・災害報告
理事表彰
　奈良傳　賞 ～15：28

（移行時間）

（理事就任式・引継式）
　引継ぎ式開会 15：30～
　引継式司会者紹介
　理事就任式
　司式者挨拶
　次期理事紹介
　式辞
　新理事宣誓
　理事バッジ・メダリオン着装
　元理事バッジ着装
　バナー引渡し
　リジョンバナー
　理事ホームクラブバナー
　新理事所信表明
　新役員紹介
　感謝ギャベル贈呈
　理事挨拶・感謝
　閉会 ～16：00

（移行時間）

同盟総主事から感謝状 16：05～
東日本区バナー引継
＊第25回大会PR
ホストクラブへの御礼
感謝・御礼
YMCAの歌
閉会点鐘 ～16：30

第24回東日本区大会　プログラム

開     会     式

東日本区
アワーⅠ

東日本区
アワー2

閉     会     式
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