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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 強調月間「EMC/E、YES」
東日本区理事 板村 哲也 

（東京武蔵野多摩） 
ようやく秋を感じられるよう

になりました。 
 8 月 14 件、9 月 17 件、10 月

11 件。いずれも 9 月 26 日時点

での区が契約している Zoom ア

カウントでの会議室の使用・予

約状況です。会員個人所有のア

カウントでの諸会議も頻繁に行われています。リモ

ート会議の実践が区内に定着、拡大しつつあること

を示しています。 
コミュニケーションのあり方が変わってきたこ

とは誰もが認めていることと思います。情報を人が

頭の中に入れて電車に乗って会議場まで持ち運ん

でコミュニケーションを取っていたのが、技術の発

達で電車も場所も必要なくなりました。これはコロ

ナ禍以前から生じていることですが、コロナ禍中で

のビデオ会議で私たちが身に染みて感じるところ

となりました。 
因みに「コミュニケーション」の意味は辞書では

「伝達」となっていますが、語源はラテン語の

「Comun」で、その概念は「共有する、分け与える、

知らせる」です。 
様々な工夫をして活動しておられる最近の皆さ

まの様子をブリテンなどで拝見していますと、コロ

ナにめげずというより、積極果敢に困難、逆風（向

かい風）に立ち向かっておられる様子が伝わってき

ます。鳥も飛行機も飛び立つのは向かい風。「向かい

風で凧（たこ）は最も高くあがる。追い風ではない。

（Kites rise highest against the wind, not with it.）」
というウィンストン・チャーチルの言葉が思い出さ

れます。 
ご報告が遅くなりましたが、8 月に富士クラブか

ら、故樫村好夫ワイズのご遺言による 100 万円の寄

付金を東日本区にて拝受致しました。 
改めましてお礼申し上げます。詳細は 2 頁に掲載

していますので御覧頂き、医療関係の CS 活動の補

助などにご活用下さい。  
さて、今月もご報告・連絡事項が沢山あります。

各記事によろしくお目通し下さい。 

会員増強事業主任 伊藤幾夫 
（東京多摩みなみ） 

EMC/E とは、Extension(新ク
ラブ設立推進)、Membership(会
員増強)、Conservation(維持啓
発)の中で、今月は特に E を強調
しています。合わせて、YES と
は Y’s Extension Support のこ
とで、新クラブ設立を資金面で

支援します（10 万円が支援されます）。さらに、今期
から Change! 2022 プロジェクトからも 10 万円（ス
ポンサークラブと新クラブに各 5 万円）が支援されま
す。新クラブ設立は、準備に携わるワイズの方々によ
る情熱と奉仕に支えられます。それは多くの労力と時
間が伴います。準備会会場費、資料印刷等々、出費も
かさみます。東日本区として、この「情熱と奉仕」に
敬意を表し、できるだけの応援をさせていただきます。 

東日本区 Change! 2022 プロジェクトは、昨年度か
らスタートし、2022 年までに会員を 1,246 名（今年 7
月 1 日時点 830 名）にしようという目標を掲げていま
す。昨年度は新型コロナウイルスの影響もあり、会員
19 名減少という厳しい現実となりました。しかし、こ
のような中でも、(仮)千葉ウエストクラブが 10 月 3 日
(土)にチャーターナイトを迎えます。すばらしいこと
です。コロナ禍で気持ちが下がってしまいがちですが、
このチャーターは私たちに希望を与えてくれます。チ
ャーターまでのお働きにあらためて敬意を表します。 

今年度は東日本区全 60 クラブのルーツである横浜
クラブと東京クラブがチャーター90 周年を迎えます。
この 2 クラブは東日本区の「レジェンド」といえます。
クラブのファミリーヒストリーをたどると 2 クラブに
つながります。他にも、甲府クラブが 70 周年、東京む
かでクラブと東京世田谷クラブが 60 周年など周年記
念が目白押しです。Change! 2022 では、アクション
プランⅡとして、新たに「アニバサリープレゼントプ
ラン」を加えました。周年記念（アニバサリー）を迎
えるクラブにお祝いの意味を込めて、私たちの友人・
知人を紹介（プレゼント）しようというものです。 

Change! 2022 の期間である 2022 年までに、東日
本区では上記クラブを含めて 36 クラブがアニバサリ
ーを迎えます。新型コロナでステイホーム（巣ごもり）
の日が多くなっています。こんなときこそ、「ワイズ候
補」となりそうな友人・知人を思い浮かべて、是非ご
紹介をお願いします。
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★樫村メモリアルプロジェクト 

故樫村好夫さん（医師、富士クラブ）が遺言で 100 万

円を富士クラブに寄付されました。富士クラブより、

これを東日本区の活動に役立ててほしいとの申し出が

ありましたので以下の通り運用いたします。 

 名称：樫村メモリアルプロジェクト 

 目的：医療関係の CS 活動の補助など 

 運用：申請を受け、常任役員会で審議、決定 

 

★郵便による臨時代議員会報告 

郵便による臨時代議員会(2020 年 8 月 30 日～9 月 6

日)を行った結果、代議員 72 名の内 56 名が投票し定足

数(48 名)に達し、3 議案すべて全員賛成で承認されま

した。 

第 1 号議案：2019-2020 年度東日本区会計決算報

告および会計監査報告承認の件 
第 2 号議案：2020-2021 年度東日本区会計修正予

算承認の件 
第 3 号議案：次々期理事候補者の指名について 

※次々期理事候補者 佐藤重良さん(甲府 21) 
 

★次々期理事決定 

 甲府 21 クラブの佐藤重良さんに決まりました。 

 

★RYR（区ユース代表）決定 

 東日本区ユースの石井悠紀子さんに決まりました。 

 

★国際議員候補推薦 

 10 月 9 日締め切りです。 

 

★各種ロゴ 

 東日本区ホームページの書式に入っています。 

（https://www.ys-east.or.jp/%E6%9B%B8%E5%BC%8F/） 

 

★予告 

 ・千葉ｳｪｽﾄｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄが 10 月 3 日（土） 

13:00～17:00、浅草橋ﾋｭｰﾘｯｸｶﾝﾌｧﾚﾝｽにて開催。 

 ・次期部長・次期事業主任研修会が 10 月 31 日（土） 

13:30～16:00 Zoom で開かれます。 

 ・第 2 回役員会が 11 月 7 日（土）Zoom で開催予定。 

 

★募金・献金     ありがとうございました。 

樫村 好夫さん（富士）  1,000,000 円 

 

★YMCA だより 

日本 YMCA 同盟担当主事 

光永 尚生（三島） 

今年は、豪雨災害、大型台風の連続しての発生、熱中

症、そしてこれからは、新型コロナに加え、インフルエ

ンザの感染拡大時期となります。10 月以降も、皆様の

健康が守られて災害などが発生しないように祈るばか

りです。 

7 月の豪雨災害後に、被災された熊本県球磨村の多

くの皆さんは、旧熊本県立多良木高校に開設された避

難所にて生活をされています。熊本 YMCA が、熊本地

震の際に、益城町などで開設された避難所運営のノウ

ハウやネットワークに対しての期待から、受託して、

全国の YMCA および、他団体であるピースボートの皆

さんと現在も避難所での生活をお支えしています。 

この避難所は、10 月までの開設予定ですが、全国の

YMCA から延べ 44 名のスタッフが派遣され、コーデ

ィネーターとして従事しています。8 月以来、県境を越

えての応援が制限されるなどありましたが、熊本県内

のワイズメン、熊本 YMCA の学生の皆さんなども含め

て、被災地支援を行ってきました。引き続き、皆様の祈

りの中に覚えていただければ幸いです。 

また、本来であれば秋には、全国 YMCA インターナ

ショナルチャリティランの開催が目白押しですが、今

年度は、「はなれていてもつながっている」を考え、各

YMCA で様々な違いの下で進められています。中止と

いう選択肢もありますが、「バーチャルチャリティラン」

という新しい概念を作り出して、チャレンジしていま

す。皆様には、参加賞として、「YMCA マスクとマスク

カバー」を準備しておりますが、今できることを一緒

にやっていただくことをこの機会にご検討いただけれ

ば幸いです。新しいチャリティーランの方向性が見え

てくればと期待しているところです。季節の変わり目

です。くれぐれもご自愛ください。 

 

★入会者（9 月 1 日～9 月 18 日）（カッコ内は紹介者） 

  鎌倉   板崎 淑子さん （三上淳さん） 

  御殿場  勝俣 恵美子さん（芹澤次子さん） 

山根 一毅さん （再入会 東京北） 

  甲府２１ 鈴木 美穂子さん（小野興子さん） 

萩原 三鈴さん （宮岡宏美さん） 

 仙台青葉城 櫛引 修平さん （佐竹辰太郎さん） 
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★Facebook Messenger のなりすましメールにご注意ください 

IT アドバイザー 

大久保 知宏（宇都宮） 

現在、Facebook の Messenger アプリ上でのなりす

ましメール（迷惑メール）が多く流されています。 

友人知人の名前で送られてきていますが、普段の連絡

手段以外で届いたメッセージについては、お手間です

が、送信者の方に普段の連絡手段（電話などで）で連絡

を取り、そのメッセージを送られたかどうかを確認し

た上でメッセージを開くようにしてください。 

なお、なりすまされた送信者の方は、Facebook のパ

スワードを変更してください。 

よろしくお願いします。 

 

★10 月,11 月の主な予定 

10 月 

1 日（木）第 4 回法人化検討小委員会 19:00～ Zoom 

3 日（土）関東東部部大会、千葉ｳｪｽﾄｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ  

13:00～17:00 浅草橋ﾋｭｰﾘｯｸｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

3 日（土）湘南・沖縄部部大会  

横浜 YMCA 湘南とつか講堂 1500～17:00 

7 日（水）第 4 回 Change！2022 推進委員会  

19:00～21:00 Zoom 

10 日（土）東新部部大会 14:00～16:30  

東陽町センター＆Zoom 

12 日（月）文献・組織検討委員会 19:00～ Zoom  

16 日（金）第 2 回 LT 委員会 18:30～20:00 Zoom 

17 日（土）あずさ部部大会 13:00～16:00 

高尾の森わくわくビレッジ 

21 日（水）拡大 EMC 事業委員会 19:00～20:30 Zoom 

25 日（日）第 3 回常任役員会 18:00～20:00 Zoom 

31 日（土）次期部長・事業主任研修会 13:30～16:00 

11 月  

 7 日（土）第 2 回役員会 Zoom 

14 日（土）甲府 21 クラブ 30 周年記念例会 

11:00～14:30 岡島ローヤル会館 

23 日（月）BF 東日本区受け入れ 

 

★東日本区公式 Zoom アカウント 

クラブ例会や各種委員会等でご利用下さい。 

区ホームページの「会議室」のページでカレンダーを

確認し、カレンダーの下部にある申し込みフォームに

入力し、送信して下さい。 

★World Clean Up Day 

地域奉仕・ＹMCA サービス事業主任 

小原 史奈子（東京たんぽぽ） 

9 月 19 日は、World Clean Up Day の取組みに関心

を持って頂き有難うございました。 

「散歩の時にゴミ袋とトングを持って出ます」と反

応を頂いて嬉しかったです。 

私も街路樹下の植栽の雑草取り、ごみ拾いをしたら

スッキリして、翌朝も続きを行ってきました。 

下には World Clean Up Day 2020 で行われた海と

日本プロジェクトの活動の様子が見られます。 

https://worldcleanupday.jp 

コロナ禍で CS 活動、YMCA 活動が集団で行うのが

難しい地域のみなさま、引き続き、YMCA やワイズの

マークの入った物を身に付けてご近所の美化活動や、

お散歩のついでに、よろしくお願いいたします。 

ご賛同頂き感謝です。 

 

★第 24 回東日本区大会のご案内 

区大会まであと２５５日です。 

“Change for the future! ”のスローガンのもと 

自然豊かな山の都“甲府湯村温泉郷 常磐ホテル”でお

会いしましょう。 


