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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」 
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理事メッセージ 

東日本区理事 板村 哲也（東京武蔵野多摩） 

 

緑の風が気持ち良い日々となりました。また新型コロナウイルス感

染症のワクチン接種がようやく身近に感じられるようになりました。 

4月に休会復帰者も含め5つのクラブで計9名の方が私たちの仲間に

なりました。おめでとうございます。コロナ禍でも会員増強にご尽力

頂きましたクラブの皆さまに敬意を表します。一方亡くなられた方、

退会の方が計3名おられました。この結果4月末現在の東日本区の会員

は843名となり、期初（830名）からの増加人数は13名となりました。    

クラブの例会をリモートやハイブリッドで開催したり、諸活動を感

染対策を講じ様々な工夫をして実施したり、仲間や地域の人たちとの絆を深める努力をしておられ

る皆さまの様子をブリテンで拝見しています。これらの活動経験や新しいスキル、ノウハウはコロ

ナが終息し平常時に戻った後も間違いなくワイズの発展に役立つものと確信しています。 

 さて、遅くなりましたが、第 24 回東日本区大会の開催要領の詳細とプログラムが決まりました。

大会は半日開催で、6 月 12 日（土）の午後、甲府市内の常磐ホテルにて甲府 21 クラブのホストで

開催致します。形式はハイブリッドで日英同時通訳付きで実施し、国内外の会員の皆さまにリモー

トでご参加頂きます。登録費はありません。多くの皆さまのご参加をお待ち致します。また、大会

プログラムにご出場頂く皆さまはご準備をよろしくお願い致します。なお、第 24 回西日本区大会

は予定通り 6 月 5 日～6 日に京都においてハイブリッドで開催されます。こちらの大会にも極力ご

参加下さい。 

4月10日に第3回東日本区役員会（現・次期合同）がリモートで開催され、来期と区の将来に向

けて多くの重要事項が審議・決定されました。（4頁参照）一つには、東日本区の一般社団法人化

が承認されました。年次代議員会（6月12日）で承認が得られれば年度内に登記を行い、日本の法

律で認知された団体として新たな一歩を踏み出す予定です。また来期はハンドブック＆ロースタ

ーの作成管理方法、掲載内容、発行方法を変更することが決まりました。 

4月月23日に東京を含む4都府県に緊急事態宣言が発せられました。これに伴い再度東日本区事

務所の閉鎖および対面による区の活動の見合わせを決定致しました。今年度の区事務所の閉鎖は3

度目となりますが、皆さまにはご理解とご協力を頂きますようお願い致します。 

国際協会やアジア太平洋地域の広報が活発に行われています。都度東西日本区の翻訳グループ

の皆さまが迅速に和訳して下さっています。是非ホームページを御覧下さい。 
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★JEF について 

東日本区ワイズ基金委員長 

髙田 一彦（千葉ウエスト） 

 JEF は  Japan East Y’s 

Men’s Ｆundの略称で「東日本

区ワイズ基金」の事を指します。 

東日本区ワイズ基金の歴史は、

第 51 回熱海国際大会（1975 年）の際、大会発展の

ため日本区の会員が積み立てた拠出金と国際から

の還付金を基本財産とする「アタミ基金」として設

立され、その後「日本ワイズ基金」と改称されまし

た。1997 年 7 月 1 日に日本区が東日本区と西日本

区に分かれたのを機に、同基金は東・西に分轄譲与

されました。東日本区においてはこれを「東日本区

ワイズ基金」と称することになりました。 

この基金は、東日本区ワイズ運動の継続的な組織

と事業の発展のために、部・クラブ・個人が記念す

べき出来事、行事、慶弔事等に際して、感謝の気持

ちを表す献金で成り立っています。また、記念行事

等に関わらず随時ワイズダム発展の為の献金も受

け付けています。献金されると寄付者名とその理由

が｢奉仕帳｣に記載され、永久保存されるとともに区

報にも掲載されます。 

特に今期は、多くのクラブの創立周年時にあたっ

ていると思いますが、周年行事の一つとして、是非、

東日本ワイズ基金への献金をお願いします。因みに

横浜クラブは創立 90 周年（2020/12/15）を記念し

て、9 万円の献金を頂いています。 

これまでの活用実績は、ワイズ記念誌発行支援、

国際大会・国際交流活動の支援としての通訳器の購

入、YMCA 東山荘 100 年募金への協力等が行われ

てきました。直近では、「2022 年をゴールとする中

期会員増強運動」の SNS 支援や、ワイズ発祥 100

年を記念しての「ポール・ウイリアムス・アレキサ

ンダー遺産計画」への献金等が挙げられます。 

今月の JEF 強調月間に因んで、クラブ例会での

JEF 献金にご協力頂ければ幸いです。 

 

★EF 強調月間 

国際・交流事業主任 

米長 晴信（甲府 21） 

5 月は寄付基金、Endowment 

Fund の強調月間です。これは

国際ワイズダム発展のための

特別基金です。日本では慶事の

際に「お祝い」「ご祝儀」を贈る風習がありますが、

その逆です。個人・クラブの記念行事、慶事の折に

国際協会に寄付をするというものです。米$120 以

上の寄付で、永久保存される国際協会発行の「ゴー

ルデンブック」に寄付者・事業名が記載されます。 

前述の通り日本人の感覚とは逆の基金なので、何

故自分の慶事に対して金を払わなければならない

のか、と考えてしまうでしょう。そこで逆転の発想

で、「慶事に対してゴールデンブックに記載してい

ただき、返礼として$120 寄付する」と位置付けると

しっくりくるのではないかと思います。 

 

★【重要】 東日本区事務所の一時閉鎖 

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 15 ヶ月を

経過しても収まらず、感染「第 4 波」が到来し、4

月 23 日に東京都を含む 4 都府県に 4 月 25 日から

5 月 11 日まで新型コロナウイルスの緊急事態宣言

が発令されました。 

このことから、常任役員の合議により、当該宣言

期間中は東日本区事務所を閉鎖することを決定致

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。 

 

強調月間「ＥＦ、ＪＥＦ」 
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★Week4Waste 報告 

地域奉仕・YMCA サービス事業主任 

小原史奈子（東京たんぽぽ） 

4 月 22 日の「アースデイ」（地球環境について考え

る日）に合わせ、ワイズの国際協会から 4 月 18 日～24

日の週に「Week4Waste」環境美化週間を持ち、クラブ

や地域、他の団体と一緒に美化活動する事を提案され

ました。東日本区でも複数のクラブがそれぞれに関心

を寄せて頂き、例会時やイベント開催に合わせてクラ

ブで清掃活動を行ったとの報告を頂きました。 

 コロナ禍、集まる事の出来ない地域では、ご自宅近

辺の清掃や、ガーデニング、雑草取り、垣根の手入れ。

個人でお散歩の折にゴミ拾いと、様々な美化活動を実

践して頂き感謝申し上げます。 

 全世界のワイズで行う環境美化週間は終了しました

が、引き続き美化活動を習慣にして、地域との交流を

図ってみませんか？ 

 

ここからは、写真をご紹介します。 

東京サンライズ（山中ワークの折に清掃活動） 

川越（川越歴史散歩と Week4Waste 例会） 

甲府 21（山梨 YMCA 周辺の清掃活動） 

 

富士五湖（ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ大会と Week4Waste） 

宇都宮（とちぎ YMCA ﾄﾗｲｲｰｽﾄの周りのｺﾞﾐや雑草を取り払い）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小原 CS・Y サ事業主任  板村理事 

最寄り駅前街頭      近くの公園、ゴミはなし     
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★第 3 回役員会報告 

東日本区書記 小山 久恵（東京サンライズ） 

2021 年 4 月 10 日（土）18 時より Zoom による役員

会が開かれました。出席者 39 名、そのうち役員 16 名

中 15 名で、下記の 13 議案が審議され、すべてが賛成

者多数で承認されました。 

① 第 2 回役員会議事録承認 

② 2020-2021 年度東日本区会計中間決算および監査報告 

③ 2021-2022 年度東日本区理事方針 

④ 東日本区行事予定案について 

⑤ 2021-2022 年度会計予算案 

⑥ 第 26 回東日本区大会ホストクラブ立候補 

⑦ 次期理事、次年度の次期理事、次年度の次々期理事、

次期監事候補者指名 

⑧ 東日本区の法人格の取得および一般社団法人定款制定 

⑨ 沖縄クラブの西日本区への転籍 

⑩ ワイズメンズクラブ創設 100 周年記念兼東西日本

区 25 周年記念行事開催 

⑪ 東日本区定款施行細則第 11 条の改訂 

⑫ Change! 2022 会計中間報告承認 

⑬ ハンドブック&ロースターの発行方法・掲載内容・

作成管理手法を変更する 

⑭ その後、理事、次期アジア太平洋地域会長、4 事業

主任、7 部長と各委員会委員長から活動報告、担当

主事の YMCA 報告、監事講評がありました 

次回の役員会は 6 月 11 日開催予定です。 

 

★第 8 回常任役員会報告 

東日本区書記 小山 久恵（東京サンライズ） 

2021 年 4 月 2７日（火）19 時からズームで常任

役員会が開かれました。常任役員 5 名、オブザーバ

ー７名、計 12 名が出席し、会員異動、第 3 回役員

会、法人化、区事務所再閉鎖、会計関係、DBC 締結

の動き、第 4 回役員会と年次代議員会の議案、第 24

回東日本区大会、フレッシュワイズの集い、区ウェ

ブサイト更新、規程類、次期関係、区事務所から、

国際、アジア太平洋地域関係の報告、検討が行われ

ました。次回は 5 月最終週に行います。 

 

★東西理事連絡会議 

東日本区理事 板村 哲也 

 2021 年 4 月 29 日（木）19 時から Zoom で東西理

事連絡会議が開かれました。両区から計 19 名が出席

し、両区の現状、現下の重要事項、来期の運営方針

などにつき情報交換、議論、決定が行われました。 

★YMCA 報告 

日本 YMCA 同盟担当主事 光永 尚生（三島） 

日本の YMCA は、互いを認め合い、高め合うポジ

ティブネットのある豊かな社会を創ります。年度初

めにつき、以下の紹介をさせていただきます。 

1 日本 YMCA 同盟総主事レポート    

 依然として緊迫した状況にあるミャンマーのこと

を覚えます。連日、報道や SNS でその惨劇や若者を

中心としたデジタル・レジスタンスと呼ばれる発信

がなされていますが、政府は SNS などの発信を制限

する為にインターネットを遮断しています。在留の

ミャンマーの人たちも国との連絡がままならず、不

安な日々を過ごしていることと思います。 

3 月 16 日にご案内させていただきました、逮捕拘

束されたミャンマーのハッカ YMCA 総主事ロニー・

ライアン氏ご家族支援のための緊急募金には、全国

より多額の支援をお寄せいただきました。現在、ロ

ニー氏は釈放されましたが、民主化の発言をした他

の YMCA 関係者や YMCA スタッフが拘束される状

況は続いています。皆様から寄せられた募金はアジ

ア・太平洋 YMCA 同盟を通じて、ロニー・ライアン

総主事の支援に充てるほか、現在ほぼすべての事業

を停止せざるを得ない状況にあるミャンマーYMCA

同盟のためにも用いる計画です。 

また 4 月 6 日に東ティモールを襲ったサイクロン

により土砂災害や洪水が発生し、多数の犠牲者が出

ました。東ティモール YMCA ではチャイルドケアプ

ログラムなどを実施しています。アジア・太平洋

YMCA 同盟の呼びかけに呼応し、日本 YMCA とし

て 1,000 ドルを緊急支援として送金しました。困難

の中にある YMCA のためにどうぞお祈りください。 

今年のイースターは、新年度最初の日曜日でした。 

世界 YMCA 同盟総主事のイースターメッセージは

「一粒の麦、地に落ちて死ななければ（ヨハネ

12:24）」から、立ち止まり、今、本当に何が起こっ

ているのか、何が起ころうとしているのかに思いを

馳せよう、そして「イースターのメッセージは、世

界中が共に、命が脅威となるこのような時代でも途

切れることのない主による私たちの絆です。この希

望が私たちを動かし続けます。古い方法の崩壊/死と

新しい方法の出現は、一粒の麦が地球に落ちるよう

に、私たちをも新しい麦の穂を増やし続ける働きと

なっていくでしょう。」と語っています。世界、そ
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して日本の YMCA は、レジリエント、リカバリー、

リイマジネーションと新しい価値の創造を目指して

います。 

世界 YMCA 同盟イースターメッセージ 

「生理の貧困 社会を動かす女性たち」NHK クロ

ーズアップ現代（特集） 

ナイキ Web サイト 

ローレウス・スポーツ・フォーグッド財団 Web サイト 

日本経済新聞大坂なおみ選手寄稿「3 つの文化、融

合したのが私」  

コロナ時代を生きる - オンラインセッション：

YMCA は社会の回復に応えられるか 

AFE アッセンブリー2020 

東ティモール YMCA の様子（世界 YMCA Twitter） 

若者による若者のためのバーチャルサミット（世界

YMCA Web サイト） 

YLSS プロジェクト紹介（世界 YMCA Web サイト）   

コロナ時代を生きる - オンラインセッション：

YMCA は社会の回復に応えられるか 

2020 年度全国 YMCA チャリティーラン報告 

 

2 YMCA 東山荘 

 人気のチャリンコキャンプその他プログラムを展

開しています。 

 

3 日本 YMCA 研究所 

■2020 年度日本 YMCA 主事資格審査 

■2021 年度主催研修 

 今年度も感染症対策に配慮をしながら、集合とオ

ンラインを組み合わせての研修実施を計画。専門職

管理者研修（7/19～23）、ステップⅡ（9/30～11/27）、

ステップⅢ（2022/1/11-15）の他 5 月からは定期的

に年間 10～12 回のオンライン研修を開催。 

 

4 ［加盟 YMCA のトピックス］ 

■盛岡 YMCA では、大学生 1,2 年生のリーダーが企

画・準備・運営したプログラミング体験会を開催。

子どもたちとともに考え合い、学び合い、オリジナ

ルの Web サイトを完成させた。 

盛岡 YMCA Instagram 

 

■東京 YMCA では、コロナ禍でひとり親家庭の支援

として、江東区内 9 か所の子ども食堂と協力して 4

月 29 日に第 4 回フードパントリー（食品の無料配

布）」を開催。4 月 27 日まで食品寄附を受付。 

東京 YMCA Web サイト 

 

■山梨 YMCA では、鹿児島 YMCA のチアダンス教

室を山梨に居ながらにして受講できるリモート企画

が実現。 

山梨 YMCA Facebook 

 

■全国では、卒業リーダー感謝会が行われた。姫路

YMCA では 8 名のリーダーが YMCA を卒業。新た

な社会へ飛び立つリーダーたちのために、OP も駆

けつけた。 

姫路 YMCA Facebook 

 

■熊本災害支援フォーラム 2021。熊本地震から 5 年。

被災された方と災害支援に関わる方の新たなネット

ワーク構築、人材育成を行い、これから起きるであ

ろう自然災害への更なる防災・減災を進めていくこ

とを目的にフォーラムを開催。4 月 17 日 13:00～

16:00。 

熊本 YMCA Web サイト 

 

★入会者（2021 年 4 月 1 日～30 日）（ｶｯｺ内は推薦者）  

御殿場   杉山 博恵さん（休会復帰） 

御殿場   杉山 将己さん（休会復帰） 

横浜    秋元 美晴さん（古田 / 古賀） 

横浜    青木 英幸さん（担当主事） 

甲府 21   内田 良幸さん（宮岡宏美） 

甲府 21   清水 公一さん（宮岡宏美） 

甲府 21   戸田 秀幸さん（宮岡宏美） 

横浜つるみ 日野 東亜子さん（久米康子） 

熱海    菅原 英徳さん（山崎秀史） 

https://www.ymca.int/eastermessage/
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4530/index.html
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4530/index.html
https://www.nike.com/jp/playacademy-program
https://www.laureus.com/play-academy-with-naomi
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODH172560X10C21A3000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODH172560X10C21A3000000/
https://www.ymcajapan.org/imakoso/
https://www.ymcajapan.org/imakoso/
https://www.ymcajapan.org/imakoso/
https://www.ymcajapan.org/topics/20210409-2/
https://twitter.com/WorldYMCA/status/1379841034696458241
https://www.ymca.int/event/global-youth-summit/
https://www.ymca.int/event/global-youth-summit/
https://www.ymca.int/event/global-youth-summit/
https://www.ymca.int/youth-led-solutions-climate-action.../
https://www.ymcajapan.org/imakoso/
https://www.ymcajapan.org/imakoso/
https://www.ymcajapan.org/imakoso/
https://www.ymcajapan.org/topics/20210330-2/
https://www.ymcajapan.org/topics/20210330-2/
https://www.instagram.com/p/CMwo2fsBYae/
https://www.instagram.com/p/CMwo2fsBYae/
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2021/03/20210326-1.html
https://www.facebook.com/ymca.yamanashi/posts/3550056728437907
https://www.facebook.com/ymca.yamanashi/posts/3550056728437907
https://www.facebook.com/himejiymca/posts/3581372971974429
https://www.facebook.com/himejiymca/posts/3581372971974429
https://www.kumamoto-ymca.or.jp/bousai/26298.html
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★募金・献金 

・JEF 献金  今回は無しです 

 

★5～6 月の予定 

5 月 7 日（金）19:00～  Zoom 第 11 回 Change! 2022 推進委員会 

9 日（日）19:00～  Zoom 第 2 回国際・交流事業委員会 

19 日（水）13:00～16:30 常磐ホテル / ハイブリッド 区大会リハーサル 

25 日（火）19:00～20:30 Zoom 第 7 回文献・組織検討委員会 

31 日（月）19:00～    Zoom  第 9 回常任役員会 

6 月 2 日（水）19:00～    Zoom   拡大 EMC 事業委員会  

4 日（金）19:00～21:00 ウェスティン都ホテル京都 西日本区大会前夜祭 

5~6 日  14:00～22:00 ウェスティン都ホテル京都 西日本区大会（ハイブリッド） 

11 日（金）18:00～20:00 Zoom 第 4 回役員会 

12 日（土）10:00～12:00 Zoom 年次代議員会 

12 日（土）13:30～ 16:30 Zoom 東日本区大会 

30 日（水）19:00～     Zoom  第 6 回 LT 委員会 

 

★第 24 回東日本区大会のご案内 

修正版のチラシ、大会のプログラムが完成しましたので、ご覧ください。 

みなさま、ご視聴を是非よろしくお願い致します。 

 

 

　◆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サ事業報告（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


