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あずさ部部長報告 

あずさ部部長 長谷川 あや子（東京八王子） 

主題：道を拓く～愛と協力によって 

 

今年度もコロナ禍ではあったが、各クラブともZoomやハイブリッド、又は細心の注意を払いながらの対

面例会など工夫、努力しながらクラブ運営をされてきた様子が伺われました。 

【あずさ部憩いの森部大会】 

10月16日、あずさ部として初めてのZoom部大会。出席：74名（内あずさ部60名） 

講演：「Do you 農？タネと野菜のエトセトラ」並木真さん（八王子クラブメンバー） 

【評議会】 

・7月17日 第1回あずさ部コロナ撲滅ハイブリッド評議会（ホスト：東京たんぽぽクラブ） 

会場：東京MCA山手センター  出席：50名（会場16名、Zoom34名） 

・2月12日 第2回あずさ部SDC評議会（ホスト：東京武蔵野多摩クラブ）Zoom 出席：50名 

講演：「持続可能な社会に向かって歩む～身近なところからSDGsを」上條直美さん 

グループディスカッションもあり楽しく充実した時間でした。 

・5月14日 第3回あずさ部善光寺御開帳評議会（ホスト：長野クラブ）リアル開催 

会場：長野市ホテルメトロポリタン長野 出席：54名 

久しぶりに一堂に会することができ、再会を喜び合いました。 

【第4回ワイズナイトフォーラム】 

2月26日 第二部パネルディスカッション「あずさ部のCS活動・・・」をあずさ部が担当。 

甲府、東京サンライズ、甲府21、東京八王子、富士五湖の5クラブのCS活動を紹介。 

【CS活動】 

12月11日 松本クラブ「第23回アジア賞授賞式」縣の森文化会館 

3月13日東京たんぽぽクラブ「第23回 libyチャリティコンサート」山手センターとオンライン 

4月 2日 W4W活動（ゴミ拾い、環境美化）に6クラブが参加 

5月 7日 富士五湖クラブ「第11回障がい者フライニングディスク大会 in 北麓」 

     甲府クラブ（お正月を遊ぼう）、東京西クラブ（WHOを再開）、東京サンライズクラブ 

（山中ワーク）、甲府21クラブ（ウクライナ支援街頭募金活動） 

【EMC】  

新入会：甲府1名、松本1名、甲府21 5名、長野1名 （合計8名） 

エクステンション：「甲府やまなみクラブ」・・・コロナ禍にありながら努力を重ね、6月11日に 

設立総会を開催する運びとなりました。（スポンサークラブ：甲府クラブ） 

【第２５回東日本区大会】 

6月4日、5日 第25回東日本区大会は代議員会、担当主事会、メネットアワー、ユースアワーを含み

すべての内容がZoomで開催されました。画期的なことでしたが大変充実していました。 

甲府クラブはEMC特別賞を受賞されました。 

各事業において、あずさ部の各クラブは健闘されました。 

昨年度に続き、コロナ禍の一年でしたが、あずさ部のみなさまのご協力のもと、楽しく活動することが出

来ました。深く感謝申し上げます。ありがとうございました。  
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2021-2022年度 あずさ部CS / Yサ事業（年度総括） 

CS / Yサ事業主査 荻野 清（甲府21クラブ） 

 総じて本年度は、新型コロナウィルス感染症が収まらないものの、上半期においては、CS活動の一環

で地元イベントへ出展等の積極的な参加活動をおこなったクラブと、躊躇するクラブとがあった。 

また、YMCAサービスにおいては、特に夏季のサマーキャンプ等が中止となったが、秋季のバザーやチ

ャリティーランなどは、それぞれのYMCAとワイズメンズクラブが協働する中、実り多いものであっ

た。 

下半期は、新型コロナウィルスのオミクロン株の影響で、1月以降、感染者が旧増加し、予定したイベ

ント等が中止・延期となった。しかしながら、各クラブとも十分な安全策を実践する中、CS活動（甲府

クラブの“お正月を遊ぼう”・富士五湖クラブの“障がい者フライングディスク大会”等）及びYMCAサ

ービス活動をおこなっていた。 

 次に、あずさ部CS事業補助金に関しては、松本クラブの「アジア賞授賞式」及び富士五湖クラブの

「障がい者フライングディスク大会」へ助成金支払いをおこなった。 

 

＜トピックス：YMCA・ユース・ワイズの連携＞ 

 次年度では、本年度の4月からスタートした“Y’s×SDGs Youth Action2022”が本格的に実行へ移され

る。ワイズは、本事業が3者から4者（YMCAユースリーダーに止まらず一般ユースを含む）へと活動

拡大する中、より良い伴奏を行っていきたいと願う。 
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あずさ部会員増強活動報告 

                   あずさ部会員増強主査 標 克明（甲府クラブ） 

年度当初の抱負で、東日本区会員増強主任の事業主題「ワイズの未来を照らす若返り実行計画」の事業

方針で「返り実行計画」が必要とあり、あずさ部においても若返りが必要と感じていました。しかしクラ

ブ運営、会員増強にはベテランの知恵や経験も必要だと思います。会員数を増やす時には、入会して長く

活動できる人材を会員にしていかなければならないと思っています。 

今年度事業主査として働きは出来ませんでした。入会式には参加できるクラブには行きましたが、あず

さ部各クラブの例会には参加できず、皆さんと会員増強について話もできませんでした。今後もコロナウ

イルスが生活全般に大きく影響すると思いますが、各クラブが行っているCS活動でまず社会にワイズの

活動を知って理解してもらって、入会者が増えることが理想だと思います。現にそういったCS活動に参

加してからワイズに入会している会員もいます。 

今期のあずさ部会員数は合計173名です。入会者があるものの退会者もあり、プラスマイナスゼロがあ

るクラブの中、松本クラブ1名、長野クラブ１名、甲府クラブ１名の入会がありました。そして甲府21

クラブは５名の入会者があり現在52名の会員が在籍しています。また、新クラブ設立については、甲府

クラブ70周年記念事業で長い間進めていた新クラブが6月11日に設立総会があり「甲府やまなみワイズ

メンズクラブ」として次期の9月になりますがチャーターナイトを迎え正式に発足します。このクラブは

若い会員の行動力と過去いくつかクラブ設立を経験してきたベテラン会員がいたからこそ設立にこぎつけ

たと思います。 

コロナの終息を願い、これからも各クラブの会員増強にたいするご協力をお願いして2021-2020年度 

あずさ部会員増強事業主査の報告とさせていただきます。 
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あずさ部 国際・交流事業報告 

国際・交流事業主査  篠原 文恵（東京西クラブ） 

① 国際募金協力資金 

② 年度初めに国際献金BF（使用済み切手収集等）、EF（記念献金）、TOF（断食の時）、RBM（ロールバ

ックマラリア）、YES（新クラブ設立支援基金）のお願いをしました。 

2020-2021年度東日本区での募金額ご報告 

  EF：2口24,000円 BF：1,012,000円（代表派遣、受け入れは中止） 

  TOF：756,000円 RBM：473,000円 

  YES：254,000円（基金の半額をアジア太平洋基金に、残りをYES基金に繰り入れ） 

ワイズメンズクラブ国際協会は、RBMについてグローバルファンドと協力し、毎年 10 万ドル分の製品を寄

付し、マラリア撲滅に取り組んでいます。（理事通信第11号より） 

③ ミャンマー・ウクライナ国際支援募金 

 3月末現在、東日本区の募金額はミャンマーへ26万円、ウクライナへは73.7万円に達しました。この

内、ウクライナ国際支援の目標額に対し、東日本区会計から差額を足して100万円をYMCA国際協会

への寄付が決定。今後も国際協会、日本YMCA同盟、世界YMCA同盟と連携して支援活動を進めま

す。 

④  DBC・IBCクラブ募集 

 ◇DBC希望クラブ：京都ウイングクラブ 

 ◇IBC希望クラブ：プースリッカクラブ（インド・ケララ州） 

現在上記の締結結果について、山田事業主任から結果報告はありません。 

⑤  BF使用済み切手収集 

 各クラブから郵送で送っていただいた切手の売買代金は4,530円でした。ご協力有難うございました。 

国際・交流事業委員会活動報告 

  第1回 2021年8月30日        第2回 2022年1月10日 
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あずさ部ユース事業活動報告 

ユース事業主査 中村吉孝（東京武蔵野多摩クラブ） 

ユース事業は、高齢化が進むワイズにとって、誰もが重要と認識している課題です。これまで多くのチャ

レンジが行われ、その時々に成果を挙げています。ワイズメンズ活動に若い世代の方々を招き入れるの

に、速効法はありません。若い世代の方々に対する地道で粘り強い働きかけが今後も必要です。 

事業・行事報告 

１．ユースボランティアリーダーズフォーラムの開催 

横浜YMCAとユース事業委員会の協働により、2021年9月11－12日に開催。コロナの影響で昨年度

は開催中止であったが、今年度は横浜YMCAのスタッフの皆さまのご尽力により、Zoomでのフォーラ

ム開催に漕ぎつけていただいた。 

（ユースボランティアリーダーズフォーラムはワイズメンズクラブの各クラブからの拠出金を元に、

YMCAとワイズメンズクラブが、YMCAの若手ボランティアリーダーのトレーニングを行う会として

実施） 

２．アジアユースコンボケーション（シンガポール、：2021 年 8 月 7 -8日 ） 

 今年度はZoomのみでの開催でした。東西日本区では、8月１日に参加者の顔合わせを含めたオリエン

テーションを実施。あずさ部からは、甲府21ワイズメンズクラブのメンバーでもある水越正高ワイズ

が、ユースメンバーとしてコンボケーションに参加していただきました。 

３．YEEP・STEP 

  YEEPは昨年度で終了。STEPについてもコロナの影響で受け入れなし。 

  YEEPに替わる事業として、IGO【internships 4 global outreach 】を開始。 

 

４．東西日本区とYMCAによる「新ユース事業」Y’s×SDGs Youth Action【公募型ユース活動支援事業】 

https://sites.google.com/japanymca.org/youth-action2022   ↑概要ページのリンク 

 ・10チームの提案が採択された 

 ・東西日本区とYMCAのタスクチームで協議が行われ、10チームへの伴走候補（YMCA、ワイズな

ど）が選定されている。（10チームの各ユースチームの相談窓口を担っていただく） 

 ・ワイズメンズクラブ東日本区から67万5千円を支出した。 

 ・半年後を目途に中間報告（日程、形式等は未定）、東西交流会（2023年2月4-5日）でも報告をもら

う予定。 

 ・次年度も事業が継続される見込み。 
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甲府クラブ年間活動報告と近況 

会長 石川 和弘 

来る6月末日で私もクラブ会長としての任期も終了です。まさしく、個人としては肩の荷物をおろす気

持ちです。過去一年間、いろいろありましたが嬉しいことは、なんといっても2名の新入会員を獲得でき

たことです。即ち、池上様と中田純子様の入会です。とりわけ、中田純子さんは山梨YMCAの総主事と

して今後の山梨YMCAを中心で支えていく要になる人物です。また、池上様は身延町のお菓子屋の新進

気鋭の頼りがいのある専務です。お二人の今後のご活躍を期待したいと思います。 

その他に、前々から念願の新クラブ設立についてですが、ようやく此処にきて設立総会が開ける段階に

なりました。甲府市の北部地域を中心にメンバーを募り、6月中旬にも設立総会を開催することが決まり

ました。以上、嬉しくアクティブな報告をあずさ部の皆様に出来ることは甲府クラブ会長として、誠に嬉

しい限りです。 

他方、東日本区全体の中ででも有力クラブとして、過去には50名超の会員数を誇ったこともあった甲

府クラブですが、時の経過で昨今は永年共に活動してきた仲間も健康上の理由等で残念ですが休会・退会

を余儀なくされる会員も此処にきて増えています。わが甲府クラブは設立年が1950年（昭和25年）です

ので会員の老齢化で、活動の不活発化も自然のことであると受け止めざるを得ません。また、山梨YMCA

のサポートクラブである故、協働事業としては、毎年開催されるバザー他、チャリティランは、ほぼ中核

勢力として参加しています。 

また、今は故人となられた諸先輩のクラブ設立時の情熱を忘れずに、松本クラブ、甲府21クラブ、富士

五湖クラブ、長野クラブなど他クラブ開催の諸事業に努めて各年度の役員を派遣し、交流を深めようと心

がけています。 

JR中央線の縁で結ばれたクラブ同志、相互に情報交換・連絡を密に他地区より輝いていたいと思いま

す。当クラブについても来期は若い田中克男会員が会長に内定しておりますし、各スタッフも内諾を得て

おりますので、来期もあずさ部の一員として参加し頑張って活動を展開する覚悟です。来期もよろしくお

願いいたします。 
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東京西クラブ 2021-2022年度 活動報告  

 会長 鳥越 成代 

2021 年 

7月 新会長の下キックオフ例会がおこなわれました。  

    例会には長谷川あや子新部長が部長訪問として出席されました。  

  

8月 例年8月の納涼例会は、会場をレストランで会食をしてましたが、コロナのため レストランでは 

できないので、通常の例会場で豪華なお弁当を食べて納涼例会を楽しみました。  

  アトラクションはメンバーがヴァイオリンの演奏をしました。  

  

9月 YMCAホテル学校の留学生に奨学金の贈呈式をしました。  

    例年は7月に行いますが、コロナの影響のため今月になりました。  

   2名の留学生に自国の紹介、これからの抱負などスピーチをしていただいた。  

 

10月 今月は久しぶりに卓話者をお招きしました。  

卓話は東京都の職員である竹倉真也さんに、2020東京オリンピック大会の準備の様子 を話してい 

ただいた。  

  

11月 東京グリーンクラブの布上征一郎さんと会長の樋口順英さんに「隅田川船の会」のお話 をプロジェ 

    クターを使って話していただいた。  

  

12月 クリスマス例会をイタリアンレストランで会食をしました。  

コロナが収束していないので、静かに楽しみました。  

2022年 

1月 お正月が明けて、急にコロナの感染者が四ケタになった為例会を中止としました。  

  

2月 コロナは収まりませんが、TOF例会を再開しました。  

    今月の卓話は東京大学教授の岡部明子さんに「発展途上国の住宅」について話していただきました。  

  

3月 2年振りに東京世田谷クラブとの合同例会を世田谷クラブ担当で行いました。ハイブリッド でした 

が西クラブは全員リアルで参加しました。  

  

4月 40年タウン誌の発行に携わっておられる大沢稔さんに「町の返還を見つめて40年」と題してお話 

をしていただいた。  

  

5月 俳優の氷室幸夫さんに「小田原の外郎売りと発声法」と題して、口上と顔の筋肉の使い方 を実践し 

ていただいた。  

  

6月 クラブ総会とホテル学校の留学生に奨学金の贈呈式を行う予定  
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東京武蔵野多摩クラブ 2021-2022年度 活動報告 

渡辺 大輔 

会長主題：原点に立ち返って何ができるか考えよう。 

 

例会開催状況 

・7月例会：7月14日（水）19：00～20：00 Zoom開催 

出席者：メンバー8名、ゲスト1名、ビジター2名 

卓話者：大久保理事、テーマ「“We are stronger together than we are alone.”」 

・8月例会：8月14日（水）19：00～20：00 Zoom開催 

出席者：メンバー7名、ゲスト0名、ビジター3名 

卓話予定だった中村園長（原村）が豪雨の影響で避難のため欠席。 

クラブファンド事業（メルカリ）の説明、進捗の報告。その後、懇親会を開催。 

・9月例会：9月8日（水）19：00～20：00 Zoom開催 

出席者：メンバー8名、ゲスト4名、ビジター5名 

  卓話者：加藤明宏さん（元名古屋YMCA総主事、愛知いのちの電話事務局長） 

  テーマ「愛知いのちの電話の活動について」 

・10月例会：10月13日（水）19：00～20：00 Zoom開催 

出席者：メンバー9名、ゲスト4名、ビジター1名 

卓話者：江夏一彰さん（東京武蔵野多摩クラブメンバー） 

  テーマ「コロナ禍での、教会、保育園の運営ついて。」 

・11月例会：11月10日（水）19：00～20：00 ハイブリット開催（西東京センターからリモート） 

出席者：メンバー8名、ゲスト2名、ビジター2名 

  卓話者：出沼一弥さん（東京武蔵野多摩クラブ担当主事） 

  テーマ「放課後デイサービスPIT国立に関して」 

・12月例会：12月4日（土）15：30～17：30 Zoom開催 

出席者：メンバー7名、ゲスト3名、ビジター1名 

      東京YMCA西東京センターのクリスマスに配信する動画の撮影（クイズ大会） 

・1月例会：1月12日（水）19：00～21：00 Zoom開催 

出席者：メンバー9名 テーマ：「2月評議会についての検討」 

・2月例会：2月9日（水）19：00～20：00 Zoom開催 

  出席者：メンバー8名 テーマ：「評議会の直前準備」 

・3月例会：3月9日（水）19：00～20：30 西東京センター、Zoomハイブリッド方式開催 

  出席者：メンバー8名（会場4名）、ゲスト3名、ビジター1名（オンライン参加） 

テーマ「リーダーが語るYMCA」として、今年卒業する3名のリーダーから話しを聞いた。 

・4月例会：4月13日（水）19：00～20：00 西東京センター、Zoomハイブリッド方式開催 

出席者：メンバー9名（メーキャップ1名）、ビジター6名 

卓話者：佐藤重良さん（甲府21クラブ、次期理事） 

  テーマ「未来のために、今行動しよう」 

・5月例会：5月19日（木）18：30～20：00 西神戸YMCA学園都市、Zoomハイブリッド方式開催 

  出席者：メンバー7名、DBCクラブ7名、ビジター2名 

  テーマ「両クラブの活動紹介、出席者の一言スピーチ」 

 

総括 

今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響でいろいろなイベントが中止になったり、オン

ライン開催になったりした。そのため、参加を断念せざるを得ない場面も何度かあった。（さくらフェステ

ィバルなど。） 

仕事の関係で都内にいないことがしばしばあり、例会がリモート形式になっていたので出席することが

できたのはよかった。 

 DBCクラブとは今期は2年振りのリモートでの交流であったが、リアル交流会を開催したい。 

応援してきたYMCAが、現在無人となっており、プログラムを行えていない状況なので、1日も早い活 

動の再開を待っています。 
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松本ワイズメンズクラブ 活動報告 

  会長 倪 秀成 

 7月10日 新年度キックオフ例会を行い、新会員の古畑雄一郎の入会式を行いました。 

12月11日に松本市縣の森文化会館でアジア賞授与式は計画通りに開催 

新型コロナウイルス感染症がなかなか収まらない状況の中、松本ワイズメンズクラブの皆さんの強い信

念・情熱と、留学生の在籍校の先生方、審査員の先生方の協力の下で、第23回「アジア賞作文コンテス

ト」が無事開催できました。留学生、松本クラブメンバー及び協力関係者のみの開催ですが、あずさ部長

谷川部長、久保田書記及び泉北クラブの皆さんが遠路はるばる応援に駆けつけていただき、心から感謝申

し上げます。 

 

2月5日に桃園クラブとの共同例会は無事開催できました。クラブメンバーの紹介、2019年新疆の旅の動画放

送で、90分があっという間に終わってしまいました。遠く離れて顔を合わせる交流ができ、とてもよかった感

じでした。他国のワイズメンズクラブとの交流には言葉の壁がありますが、動画映像等を工夫して交流を高める

余地が十分にあると思います。 
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東京サンライズクラブ活動報告 

                                会長 小 山 憲 彦 

① （会員の異動）7月1日付け半年報で20年間在籍された中馬敏雄さんが退会された。現在の会員18名。 

② （例会の状況）今年度も新型コロナウイルスの感染防止のため例会はZoomなどを利用してオンライン 

例会実施した。テースティングも卓話も山中クリスマスも中止して、山中ワーク・お散歩例会・チャリ

ティーウォークに挑戦いたしました。 

7月8日（木）17:00-山手センター205号室 キックオフ第一例会（Zoomハイブリット） 

8月24日（火）17:00-福満苑「鼓楼」納涼第一例会（緊急事態宣言延長につき中止） 

9月9日（木）19:00- 第一例会（緊急事態宣言再延長につきZoom） 

10月14日（木）17:00-山手センター205号室 第一例会（Zoomハイブリット） 

10月23日（木）17:00-福満苑「鼓楼」立田直前会長慰労＆会長引継式第二例会（ライブ） 

11月11日（木）19:00-山手センター205号室 第一例会（Zoom）  

12月9日（木）19:00-山手センター101号室 第一例会（Zoom） 

12月21日（木）13:00-お散歩例会 清瀬〜ハンセン病史料館〜ひばりが丘「旬」 

・第二例会（部長公式訪問・次期理事参加）（ライブ） 

1月8日（土）在京新年会の前に会長会参加1名。第一例会のメーキャップ3名（Zoom） 

1月18日（火）17:00-ひばりヶ丘 チャイニーズラウンジ 旬 第二例会 7名参加 

2月10日（木）2月第一例会。17:00から山手センターとLIVE VIDEOのOnline会議。 

2月26日（土）20:00-22:00第4回ワイズナイトフォーラムZoom 4名 

3月6日（日）13:00-15:00ワイズ×SDGsユースアクション2022  Zoomプレゼンイベント。 

3月10日（木）17:00-山手センター205号室 第一例会（Zoomハイブリット例会）7名 

3月20日（日） 17:00~20:45DBC京都プリンスクラブ35周年記念例会 ザ･プリンス京都宝ヶ池 5名 

3月21日（祝）10:00 〜東本願寺〜DBC交流昼食会 烏丸イカリヤ365にて5名とプリンス20名 

3月27日（日）14:00-第二お散歩例会 黒部川べりの桜並木散策〜夕食会「奏」12名 

4月14日（木）16:00-第一例会（Zoom+ライブ）山手センター205 参加者7名＋2名 

5月７日（土）-8日（日）山中ワーク 富士五湖フライイングディスク。富士五湖合同例会11名 

5月14日（土）第3回あずさ部善光寺御開帳評議会（ライブ） 長野ホテルメトロポリタン 5名 

6月4日-5日 東日本区大会。 Zoom 

6月9日（木） 17:00-19:00  6月第一例会 定期総会。 

6月11日（土） 甲府クラブ 甲府やまなみワイズメンズクラブ設立総会。 談露館 2名 

6月21日（火） 第二お散歩例会 慰労会。 

③ （特筆すべき事業、アピールしたいこと）山手センターから山手クラブが無くなったこと 

で、東京サンライズの責任が重くなった。30年間続いた山中湖センター支援活動を継続的に進めてゆ

くことと、山手センターのチャリティーウォーク・バザー・国際協力募金・山手学舎交流（鍋の会、今

年度は米25キロ差し入れ）などに積極的に参加してゆくことで、コロナ禍の出口にむけてのクラブ中

期計画を立てたい。 

④ （今後の課題）会員増強、特にZ世代とシニア世代とその間のユース世代のジェネレーションギャッ

プはあって当たり前、幅広い層で協力し合うことも、これからは大切なことであると考えます。 
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甲府 21クラブ 1年間を振り返って 

会長 米長 晴信 

 今年度もやはりコロナウィルスが活動に大きく影響を及ぼした1年でした。ワクチン接種が進む一方で、

オミクロン株という、デルタ後の新たな種類がまん延し、これまでにワクチン接種をした方でも感染すると

いう恐ろしい状況が続きました。予定していた例会を含む活動が一部制限されたのですが、そんな中でもバ

ザーやチャリティーランなどの恒例行事を行う事ができました。 

 その他に特筆すべきイベントは2つ。一つは、3月13日に行ったウクライナ支援募金活動。クセニヤさ

んという山梨在住のウクライナ出身教員が一緒に街頭に立ってくれ、悲惨な現地の情報を生々しく伝えて

くれました。もう一つは、W4Wの活動として行った甲府駅前清掃。早朝6時から掃除専門のボランティア

グループと合同で行い、道具の正しい使い方や後始末方法など、とてもいい学びを得ました。 

 会長として喜ばしかったのは、上記イベントには急な呼びかけや早朝だったりしたにもかかわらず多く

のメンバーやメネットが参加してくれた事です。加えて、これらのイベントには未会員の方も声をかけるよ

うに心がけています。今年度新入会された方々はほとんどこういったイベントを見て決断したとおっしゃ

っていただいています。 

積極的に奉仕イベントを行う 

→メンバーがしっかり参画する 

→ゲストがその姿を見てワイズメンズクラブに興味・共感をもっていただく 

当クラブは会員増強数値目標は設定しませんでしたが、この流れで自然に会員を増やす事ができたと実感

しています。今後もクラブとして可能な限りイベントを開いていただき、それに参加する事を心がけたいと

思います。 



13 

東京八王子クラブ年間活動報告 

会長 山本 英次 

 

2021年から2022年度のワイズ活動を総括するにあたり「コロナ」「オミクロン株」のまん延が収束し

たにもかかわらず、派生型の「BA・2」の感染の恐怖がまだ残っている事が懸念材料である。 

不安を抱えながらの7月「キックオフ例会」は、藤田ワイズのプランター菜園を学び、幸先の良いスタ

ートを切ることが出来た。しかし、その後の「第一回あずさ部評議会」はZoomによる参加を余儀なくさ

れ、クラブ例会も多くがZoom開催となった。 

8月14日台風の襲来の最中の大学セミナーハウスにて「直前会長感謝会」は会場手配が功を奏して、密

を避けたリアル例会を開くことができた。その日は、続いての「アジア太平洋地域大会」にはZoomにて

13時より参加して、夜6時からは「武蔵野多摩クラブZoom例会」に参加という離れ業を行うことができ

た。 

9月に入ると益々コロナ禍の影響が大きくなり、ほとんどのクラブ例会は、休止やZoom例会になって

しまった。 

Zoom例会の良さは、時間や距離を乗り越えて参加できることであるが、「東新部大会」へも参加できた

ことは画期的な出来事であった。加えて、夜間の例会開催も可能となり午後8時から10時の間の「ワイ

ズナイトフォーラム」が開かれ、八王子からも多くのメンバーが参加した。 

9月30日に緊急事態宣言が解除された。10月の八王子クラブ幹事役の「あずさ部大会」が「わくわく

ビレッジ高尾の森」で開催される予定であったが、コロナ禍の影響が残るとの理由でZoomによる開催に

変更されたことは残念な事であった。今年は、あずさ部執行部へ部長・長谷川さん、会計・並木さん、書

記・久保田さんの有力な人材を派遣しているので、全力を挙げてのバックアップ体制をとり万全を期して

いたのに悔いの残る出来事であった。 

年が明け「在京ワイズ新年会」はZoom開催となり、次の八王子クラブの「第一例会」もZoom開催で

あったが、甲府クラブより米長氏を招いての卓話は十分に楽しめたし勉強にもなった。2月は3月開催予

定の恒例チャリテーコンサートの開催の可否を審議した会議を再々開き、久保田実行委員長の苦渋の決断

により開催延期（中止）となり、3回目の延期を余儀なくされたことが、八王子クラブにとっては最も苦

しい結論であった。 

クラブの担当主事を勤めて戴いた「中里敦」さんの山中湖への転勤に伴い、新たに菅野牧夫氏の就任が

決まり、盛大に「歓送別会」をリアル開催し長年の労苦を称える会を催すことが出来た。 

 大分落ち着いてきた感染症との戦いも終盤を迎え、４月、５月の例会はリアル開催をし、「第3回あず

さ部善光寺御開帳評議会」は、長野駅前ホテルメトロポリタンにてにぎにぎしく開催出来て、ワイズ仲間

の笑顔を久々に見ることが出来た。 

5月には、次年度チャリテーコンサートの出演者を内定出来て小口実行委員長の「一安心」をお届けで

きた。「風の仲間たち」の演奏を心待ちにしている。 
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東京たんぽぽYサービスクラブ 2021‐2022年度活動報告 

会長 服部節子  

例会記録 

7月13日 越智ワイズ宅にて例会 新年度の役割分担 年間行事の確認  

8月  例会中止 

9月14日 越智ワイズ宅にて例会 メンバーズスピーチ 小原史奈子 

10月12日 越智ワイズ宅にて例会 メンバーズスピーチ 藤江喜美子 

11月19日 山手センター ゲストスピーチ（ハイブリット） 

日蓮宗住職小島弘之氏による「自己を育み他者を育む」 

12月15日   山手センター Libyクリスマス会 12月例会 

   りんごのファンド進呈 感謝状 

11月11日 東京YMCA東陽町センターで３クラブ合同例会 

   （東京、東京むかで、東京たんぽぽ）ZoomにてDBCなかのしまクラブ３名参加 

2月16日 越智ワイズ宅にてDBC大阪なかのしまクラブとZoomお試し交流会 

3月13日 山手センター101にてLibyチャリティコンサート開催 

4月12日 山手センター301にてたんぽぽ寄席 六法亭無性さん 

5月10日 越智ワイズ宅にて、東京YMCAにほんご学院校長望月温さんによる卓話 

   「日本語学校と留学生の基礎知識」 

 

特筆すべき事業 

・7月にハイブリットで第一回あずさ部評議会のホストクラブとなり 担当主事のお力をお借りして行う

ことが出来ました。 

・9月東京YMCAインターナショナルチャリティウオーク 山手センターへ支援金渡しました。 

・11月Liby支援のりんごのファンド90箱注文 

・1月DBC大阪なかのしまクラブとZoomでのお試し交流会が出来ました。次年度本格的な合同例会に

していきたいと思っております。 

・3月第23回Libyチャリティコンサート開催 チケット売上贈呈 
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富士五湖クラブ今期活動状況 

                           会長 原 俊彦 

今期も会員数11名と相変わらず少人数で変動はありませんでした。 

うち2名は住まいが遠隔地ですが、クラブの行事には何時も重要な役割を担っているので全員参加のクラ

ブ運営がなされています。そして毎月2回の例会は、コロナ対応にも慣れたせいか一年を通じて対面例会

（Zoom併用）が中心でした。 

富士五湖クラブの毎年の恒例行事は・・・ 

1、8月・バーベキュー例会          2、9月・富士山例会 

3、10月・伊豆高原移動例会(DBC例会)    4、11月・山梨YMCAバザー 

5、1月・新年例会              6、4月・障がい者フライングディスク大会 

7、5月・山梨YMCAチャリティーラン・・・の7つ有りますが、「宿泊を伴い密が避けられない 

富士山例会」を除いては全て予定通り実施する事が出来ました。 
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長野クラブ活動報告 

                           会長 森本 俊子 

この一年は計画した行事がコロナの影響だけでなく、会員の個人事情でも困難になり、退会者や休会者

が出てしまいました。 

会員それぞれが出来る限りの活動をし、リモートにより他クラブの会合に出たり思いもかけぬ講座に参

加することも出来ました。 

山梨YMCAのバザーにもわずかですが協力できたし、古切手の収集、プルタブの収集なども今まで通

り行いました。会員外にも協力してもらっていますので、簡単には止められません。特に日大医学部の早

川先生の研究により、平清盛の死因がマラリアだったらしい、当時は西日本の気候が温暖だったことに加

え、清盛が大陸との交易に積極的だったため、症状から推測するにマラリアの可能性ありと伺うと、マラ

リア撲滅キャンペーンに寄与する必要性は今後ますます重要な気がしてきました。 

イスラエルとパレスチナの青年たちと日本の青年の交流活動を支援してきましたが、コロナの影響で交

流が止まってしまい、しかもウクライナへのロシア侵攻という思いもかけない事態の勃発は、ある種同じ

ような意味合いで、理解しがたい、難しさを突きつけられています。 

 今季最大の活動は、あずさ部の評議会のホストをさせていただいたことです。 

ほかのクラブの方に羨ましがられてしまうほど豪華にやれた理由は、ほかの会が軒並みリモートになって

しまったため、特別予算を使わせていただいたことです。公営の会場は予約が出来なくなってしまったこ

と、ホテルがある種予約を欲しいと思っているときに契約したこと、あずさ部の皆さんがそろそろ皆に会

いたいなあと感じる頃になっていて、感染がまだまだ続いているにも関わらず対面での開催を支援してく

ださったことです。なかなかやれないことに協力していただきありがとうございました、一度会を離れた

メンバーが開催を手伝ってくれて、今後も参加できるかもしれないと思うと嬉しくてなりません。ありが

とうございました。 
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2021-2022年度あずさ部部報 2号 エクステンション委員会報告 

部エクステンション委員長 菰渕 光彦（東京サンライズクラブ） 

・部エクステンション委員会の本年度の報告。 

7月17日（土）第一回あずさ部コロナ撲滅ハイブリット評議会に参加。 

7月29日（木）第一回EMC拡大委員会Zoom開催。内容：参加者自己紹介と事業主任事業方針。 

8月2日（月）第一回部エクステンション委員会開催。ワイズナイトフォーラム。 

8月30日（月）第二回EMC拡大委員会Zoom開催。 

9月3日（金）第二回部エクステンション委員会開催。ワイズ紹介QRコード利用促進。 

9月19日（日）第一回ワイズナイトフォーラム 総参加70名一般参加12名。 

9月29日（水）第三回EMC拡大委員会Zoom開催。 

10月16日（土）第二五回あずさ部憩いの森部大会Zoom開催。 

10月24日（日）第二回ワイズナイトフォーラム 総参加76名一般参加10数名。 

10月28日（月）第四回EMC拡大委員会Zoom開催。 

11月21日（日）第三回ワイズ・ナイトフォーラム開催。 

11月29日（月）第五回EMC拡大委員会延期、 

1月27日（木）第五回拡大EMC拡大委員会開催。 

1月28日（金）第三回部エクステンション委員会を開催。第四回〜第六回ワイズナイトフォーラム報告。 

2月12日（土）第二回あずさ部ＳＤＣ評議会。 

2月26日（土）第四回ワイズナイトフォーラム（Zoom）開催。 

2月 24日（木）第六回拡大EMC委員会Zoom開催。ワイズナイトフォーラムパネラー担当、活動報告

書の提出数、甲府やまなみクラブの動き等あずさ部の活動が目立つ。 

4月27日（木）第七回拡大EMC委員会が開催。甲府クラブの新クラブの動きを発表。 

5月14日（土）長野善光寺御開帳評議会で甲府やまなみワイズメンズクラブの設立総会を発表。 

6月11日（土）甲府やまなみクラブ設立総会。ホテル談露館にて。 

 

・あずさ部新クラブの動き  

甲府クラブによって進められてきた甲府やまなみクラブ設立準備委員会の委員長仙洞田安宏さんの報告

によると、2019年5月に第一回の準備会を開催、その後コロナ禍の為中断していたが、2021年に入っ

てから12月10日（金）までに一五回の準備会を開催。この間クラブ名（甲府やまなみクラブ）、会則

案、会費、例会日、一部の役員等を決め、2020年1月14日（金）新型オミクロン株感染拡大の中、初

めての仮例会が行われた。候補メンバーの6名の参加で東日本区『会員ハンドブック』をもとにワイズ

メンズクラブの歴史と組織を学んだ。2月に予定していた仮例会はオミクロン株感染拡大のため中止と

された。3月11日（金）には第二回仮例会が､2020年シンポジウムで提案の一般的な式次第で行われ

た。8名の参加でワイズの事業について学んだ。4月8日（金）第三回仮例会が8名の参加で、新メン

バーによる司会進行と議事発案をすすめ、設立総会の日程の確認が行われた。5月13日（金）第4回仮

例会では6月11日（土）に向けての準備例会が行われ､新クラブの事業の相談とバナーデザインの意見

交換が行われた。この日の参加者は7名、新クラブの会員数は当初予定されていた10名となった。5月

26日（木）の連絡で、6月11日に行われる設立総会の会場が「藤村記念館」から「ホテル談露館」に

変更になった。 

もう一つの新クラブ設立の動きは、2018年4月から東京YMCA午餐会に集うシニアを対象にして、2020

年2月までに23回準備会を行った文京アフタヌーンクラブにかんして、5月15日（日）に予定メンバーを

募り､イベント参加を予定していたが､コロナ禍における会場入場制限により中止となった。次回打合せ

は、7月以降に設定することで予定メンバーと調整中である。 

 

  



18 

2021‐2022年度あずさ部評議会議事録 

書記 久保田 貞視（東京八王子クラブ） 

第1回評議会 2921年7月17日（土） （コロナ撲滅ハイブリッド評議会） 

 議決権者51名（内重複2名） 投票権者49名 議案承認（含む委任状出席） 49名 

第1号議案：2020-2021年度 あずさ部会計決算承認の件   「承認」 

 第2号議案：2020-2021年度 決算監査報告の件       「承認」 

 第3号議案：次次期部長クラブ推薦の件・・長野クラブを推薦 「承認」 

 第4号議案：次期部選出人数割り代議員推薦の件・・ 

    東日本区定款第6条第5項に則り、長谷川あや子さん（東京八王子クラブ）を推薦 「承認」 

第2回評議会 2022年2月12日（土） （SDC 評議会） 

 議決権者51名（内重複2名） 投票権者49名 議案承認（含む委任状出席） 49名 

 第1号議案：2022-2023年度 あずさ部次期役員承認の件       「承認」 

 第2号議案：2022-2023年度あずさ部次期部長承認の件 

       ・・・長野クラブ 森本俊子さんを推薦         「承認」 

 第3号議案：2021-2022年度 あずさ部CS/Yサ事業助成金支払いの件 「承認」 

  松本クラブ 「アジア賞」50,000円、富士五湖クラブ 「フライングディスク大会」70,000円 

第3回評議会 2022年5月14日（土）（善光寺御開帳評議会） 

 議決権者51名（内重複2名） 投票権者49名 議案承認（含む委任状出席）49名 

 第1号議案：2021-2022年度 あずさ部部長活動方針承認の件            「承認」 

 第2号議案：2021-2022年度あずさ部次期予算承認の件               「承認」 

 第3号議案：2022-2023年度 あずさ部大会・評議会承認の件            「承認」 

   ・部大会  2022年度   2022年2月15日（土）ホスト；富士五湖クラブ 

・第1回評議会 2022年7月16日（土） ホスト  東京西クラブ 

・第2回評議会 2023年2月11日（土） ホスト  甲府クラブ 

・第3回評議会 2023年5月13日（土） ホスト  松本クラブ 

あずさ部第 3回評議会（善光寺御開帳評議会）写真 
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編集後記 

長谷川部長の部長主題「道を拓く～愛と協力によって」によりコロナ禍の中、あずさ列車は前進しました。 

2021年7月の第1回評議会はハイブリッドで開催。出来るだけ対面での例会への参加にこだわりましたが、

コロナ・オミクロンの拡大もあり、部大会・第2回評議会はZoomでの開催を余儀なくされました。しか

し、第3回評議会は長野クラブホストにより部大会以上の華やかな評議会が可能となりました。各クラブの

例会・事業にはコロナ禍の中でも工夫を凝らされており、長谷川部長も積極的に対面にこだわり参加しまし

た。昨年度、山手クラブが解散しましたが、今期中に甲府やまなみクラブが誕生し、来期には11クラブに復

活しますと共に、甲府21クラブの躍進を手本に、他のクラブもよりEMCに注力し、あずさ部発展のために

知恵を絞りましょう。あずさ部の役員・メンバーの皆様ご協力ありがとうございました。  （久保田記） 
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