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部長主題 「道を拓く～愛と協力によって」 
あずさ部部長 長谷川あや子（東京八王子クラブ） 

 
ワイズ歴  

1997 年      東京八王子クラブ入会 
  2003-04、2015-16  クラブ会長  
  2005-06、2017-18  あずさ部地域奉仕事業主査 
  2007-09   東日本区 LT 委員 
  2009-10    東日本区書記 
  2011-12   東日本区地域奉仕事業主任 
  2012-13   あずさ部書記 
  2018-19   東日本区会計 
  2019-20   あずさ部国際・交流事業主査 

               2020-21   あずさ部次期部長 
 

2021-22 年度の東日本区理事主題は「私たちは次の世代のために何ができるか？」、スローガン

は「絆を深める時」です。 
次の世代の成長のために私たちは何ができるか～心に浮かぶのは、前の世代が私たちのために

真摯に道を拓き、種を蒔いてくれたことです。100 年という積み重ねが私たちにはあります。 
1997 年 7 月に発足したあずさ部は日本区時代の東部、北東部、南東部から 9 クラブ（甲府、東

京山手、東京武蔵野、東京西、東京多摩、松本、東京サンライズ、甲府 21、東京八王子）でスタ

ートしました。新宿～松本間を結ぶ特急あずさ号にちなんでの命名です。その後、合併、解散の

クラブもありましたが、現在は東京たんぽぽ Y サービス、富士五湖、長野が加わり 10 クラブの

車両で出発、進行です。東京・山梨・長野にわたる広域の部として出発したため、部としての一

体感を持つために部もクラブも知恵を絞り工夫をこらして活動してまいりました。現在はコロナ

ウィルスの影響で思うに任せぬ状況ですが、思いやりの心を忘れず、手を携えて新しいことにも

挑戦し、共に励み道を切り拓いて行きましょう。 
 
重点目標 
・新しい生活様式に沿えるよう努力する。 

例会、CS 活動など対面でできなくても、工夫し、助け合ってクラブ運営しましょう。 
・各クラブ間の情報交換を積極的に行う。 

遠隔地でも Zoom なら参加できます。“距離を越えて会うチャンス”ととらえて他クラブ 
訪問しましょう。 

・YMCA とワイズは友達 
   お互いに尊敬しあえる友人として力を尽くしましょう。 
・地域に必要なワイズとなるために出来ることから始める。 
   地域のニーズを掘り起こし、まず一歩を踏み出しましょう。 
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あずさ部次期部長 
後藤 明久（富士五湖クラブ） 

 
ワイズ歴 
2003 年  富士五湖クラブ入会（チャーターメンバー） 
2006-07  富士五湖クラブ会長 
2010-11  あずさ部広報主査 
2011-12  東日本区 LT 委員 
2015-16  あずさ部 CS 主査 
2018-19  富士五湖クラブ会長 
 
 

抱負 
2020 年よりのコロナパンデミックで、2021 年 5 月 31 日現在、緊急事態宣言が多くの都道府

県に発令されており、さらに延長される様相を呈しております。ワイズメンの高齢化している

現状では安心して交流できる状況ではありません。ワクチン接種が広がれば、英国のように気

軽にマスクなし外出ができるようになっていくことでしょう。ただ、with コロナの状況は今後

も続くと予想されます。 
富士五湖クラブでは、4 月 26 日に障がい者フライングディスク大会を開催しました。多くの

ワイズメンの協力を得ながらの開催は、感染予防に努めて活動していく良い判例なったのでは

ないでしょうか。今後も、オンラインを利用した例会や交流を混ぜながら、東京から山梨、長

野にまたがるあずさ部の活動、交流を進めていく必要があります。 
長谷川部長に協力して、少しづつイベントや交流の機会を戻しつつ、コロナ禍で簡単なことで

はありませんが、顔の見える交流を進めて、ワイズメンの増員と発展に尽くしていきたいと思

います。 
 

あずさ部直前部長 
御園生 好子（東京サンライズクラブ） 

 

ワイズ歴 
1994 年 7 月  東京山手クラブ入会 
2002 年 5 月  東京たんぽぽ Y サービスクラブに転会 
2004-05、2011-12、2016-17   クラブ会長 
2009 年 7 月     東京サンライズクラブに転会 
2012-17     東日本区 LT 委員 
2014-15     あずさ部会員増強事業主査 
2020-21   あずさ部部長 
抱負 

昨年度は皆さまご存知の通りコロナに振り回された一年でございました。各クラブともご苦労

なさったと思います。それにも関わらずあずさ部の皆様にはご協力ご支援をいただきありがと

うございました。今年度もまだまだコロナ禍等、大変な時期だと思います。経験豊富な長谷川

あや子部長の元、安心して船出が出来ると思います。私も及ばずながらご協力したいと思って

います。 
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あずさ部書記 
久保田 貞視（東京八王子クラブ） 

 
ワイズ歴： 
1994 年 10 月 東京八王子クラブ入会（チャーターメンバー） 
1999-00、2014-15、2018-19 クラブ会長 
2008-09、2011-12   アジア地域 ASD 
2009-10    東日本区国際・交流事業主任 
2010-11    アジア地域書記 
2012-13    あずさ部部長 
2016-18    東日本区監事 
2019-21  あずさ部監事 
抱負： 

 長谷川部長のサポーターとして、部長標語「道を拓くー愛と協力によって」をモットーに１

年間進んでいきたく思いますのでよろしくご協力のほどお願いいたします。あずさ部にとって

の創部以来の特徴は「絆」です。あずさ列車の強固な連結よろしくクラブ間の絆を大切にして

未来に向けて前進しましょう。コロナ禍が１年半続いていますが、ワクチンが行き渡り早期収

束し、通常の日常に戻り、対面での部相互間の交流が活発化するのを期待しています。 

 

あずさ部会計   
並木 信一（東京八王子クラブ） 

 
ワイズ歴 

担当主事としての会員歴を含め、東京江東、東京むかで、東京武蔵

野、宇都宮、東京山手、東京八王子、などに籍をおき、現在所属の東京

八王子クラブは、1994 年のチャーターメンバーだが中抜あり、2009 年

に再入会、ワイズ歴は通算約 40 年。 
 
抱負 

部の会計としての役割上では格別な「抱負」といえる内容も、気概も持

ち合わせてはいません。しかし、今年度は部長に長谷川さんを担ぎあげた

わけですから、所属クラブメンバーとして、微力ではありますが可能な限

りお支えしたいと思い、会計係をお引き受けいたしました。逆に、部長の足を引っ張ることにな

らぬよう、努めてまいります。ワイズメンズクラブの１メンバーとしては、このコロナ禍にあっ

て日々の生活を危うくされている人々の多いことに思いを寄せ続けていきたいものと思います。 
 
目標 
a. 誤りなきよう、金銭収支実務を遂行する。 
b. 部所属クラブ、また、東日本区の会計担当者と適切なコミュニケーションをもちつつ、ワイ

ズメンズクラブの活動に支障をきたさぬよう円滑な会計運営をはかる。 
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地域奉仕・ＹＭＣＡサービス事業主査 
  荻野 清（甲府 21 クラブ） 

 
ワイズ歴  
2015 年  甲府 21 クラブ入会 
2019-20  クラブ会長 
2020-21  第 24 回東日本区大会実行委員長 
 
抱負 
ワイズダム活動の一つである地域奉仕事業は、各クラブがそれぞれ特色

ある活動を実施されております。また、YMCA サービス事業はワイズダ

ムの根幹でもあり、地域の宝・世界の宝である子供たちの未来に向けて

支えていく活動であると考えております。 
コロナ禍でさまざまな活動に制約があると思いますが、この事業を、あずさ部長の主題「道を拓

く～愛と協力によって」に基づき、各クラブの皆様と対話と実行の精神でサポートできればと考

えております。 
 
重点目標 
・現行の地域奉仕事業の継続および YMCA サービス頻度のアップ 
・各クラブ間の情報共有の推進 
・新しい事業（活動）の創造 
 

会員増強事業主査 
標 克明(甲府クラブ) 

 
ワイズ歴 
2007 年 3 月に入会して、あずさ部長、クラブ会長を 3 回務め、今期あず

さ部会員増強事業主査のお役目をいただきました。甲府クラブ会長を務

めていた 2 年間に 6 名の退会者がありました。色々な退会理由がありま

したが、逆にこの経験を役に立てて会員増強主査を務めていきたいと思

います。 
 
抱負 
Change!2022「アクションプラン」のゴールが近づいてきました。大川東

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 10 年後

のワイズを考えて、即実効性のある「若返り実行計画」が必要とあります。あずさ部でも東日本

区の方針にそって部の会員増強を進めていきたいと思います。 
会員数を増やす又はクラブ数を増やす為には、ただやみくもに勧誘するのでは入会しても長く

活動できないことにもなると思います。まず他の事業と連携して大川主任の「誰がみてもこのク

ラブに入会してみたいと思わせるような魅力あるクラブを企画立案して実行する」ことが必要に

なると思います。時間はかかると思いますが、あずさ部各クラブが行っている CS 活動などを更

に充実させて、社会にワイズの活動をさらに知ってもらうことも必要だと思います。コロナ禍で

活動が思うようにいかない昨今ですが、動きを止めることなく実行していきたいと思います。 
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活動重点目標 
Change!2022 の継続（東日本区 2022 年 12 月目標 1,246 名）と各クラブ 3 名純増、新クラブ設

立。例会への出席率を今期より良くしてドロップアウトをなくす。 
 
その他 
今期表彰対象期間は 2021 年 5 月 1 日～2022 年 4 月 30 日 
EMC  E の部門   M の部門  C の部門  
EMC 特別賞 
SNS、HP、QR コードを積極的に使用し新規会員を獲得したクラブ 
国際ブースター賞（対象期間 2 月 1 日～1 月 31 日） 

 

国際・交流事業主査 
篠原 文恵（東京西クラブ） 

 
ワイズ歴 
2004 年 9 月 東京西クラブ入会 
2019-20  クラブ会長 
2020-21  クラブ会 
 
抱負 

あずさ部との連携を保ち、各クラブとの交流を深める努力をします。 
 
事業計画 

各種献金 BF、EF、TOF、また RBM 活動、IBC、DBC との交流を

推進していきたい。この 1 年、よろしくお願いいたします。 
 
ユース事業主査 

 中村 吉孝（東京武蔵野多摩クラブ） 
 

ワイズ歴 
2001 年 7 月 湯河原クラブ入会 
2012 年 12 月 湯河原クラブの解散と同時に一時退会 
2019 年 12 月 東京武蔵野多摩クラブに再入会 
 
抱負 

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

が必要です。 
 

重点目標 
まずは、ユースの現状を理解することから始めたいと思います。その上で様々なチャンスを

ユースに提供し、体験してもらい、そして何よりもユースと感動を共有することに務め、飽く

なきチャレンジを継続することが大切と考えます。コロナの影響で、従来のユース事業の実施
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継続は不確かな状態ですが、各クラブでの「ユースとの接点強化の支援」を重点目標とさせて

いただきます。 
 

事業・行事予定 
１．YIA(Youth Involvement and Activities)               強調月間：９月 

ワイズメンズクラブが行う様々なプログラムに若者を巻き込む事を実践する。 
・ユースボランティアリーダーズフォーラムの開催 

２．YEEP(Youth Educational Exchange Program)       強調月間：９月  
ワイズメン子弟の高校留学生受け入れおよび派遣 

   ・コロナ禍の影響で実施できない場合でも、プログラムの意義等の情報発信を継続 
３．STEP(Short Term Youth Exchange Program)            強調月間：９月  

ワイズメン子弟の短期学生受け入れおよび派遣 
  ワイズ子弟に限らずワイズに理解のある 15～25 歳までの若者が対象 
   ・コロナ禍の影響で実施できない場合でも、プログラムの意義等の情報発信を継続 
 

メネット連絡員 
山県 洋子(甲府２１クラブ) 

※事務は長谷川部長が代行 
 

あずさ部監事 
藤江 喜美子（東京たんぽぽ Y サービスクラブ） 

 
ワイズ歴 
2002 年 5 月 東京たんぽぽ Y サービスクラブ入会（チャーターメンバー）  
2005-07    クラブ会長 
2007-08   東日本区会計 
2010-12    クラブ会長 
20 12-13    あずさ部ユース事業主査 
2013-14    あずさ部部長 

抱負 
私事で忙しく、ここ 2~3 年ワイズから離れて居たため何だか頭が働きません。「あずさ部監事」

の大役をお受けしましたが、今までの事を思い出しながら ROSTER を読み返し改めて勉強をし

ました。新型コロナウイルスであまりの世の中の変化に戸惑いを隠せません。しかし、ZOOM や

ラインを使って新しい方法で活動ができる事、これもワイズメン、メネットの絆をより強いもの

にしていると思います。監事の仕事は、業務監査と財務監査あり財務監査は財政において公正な

処理、処置が行われているかを確認する事です。今年一年、勉強させて頂きながら幹事の仕事を

頑張ります。よろしくお願いいたします。 
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甲府クラブ 
会長 石川 和弘 

会長主題 『ワイズ魂を堅持し、情熱をもって前進！』 

 

ワイズ歴 
1980 年入会 
 
抱負 
諸難の中、頑張ること 
 
重点目標 
今年度は新会館建設完了に付き、クラブメンバー全員が積極的に各行

事に参加 努力のこと。 
 

東京西クラブ  
                               会長 鳥越 成代 

 会長主題 『ワイズメンズクラブについて、西クラブについて、わからないこと、言

いたいこと、なんでも声に出しましょう！問題点を共有していきましょう』 
―そのうえで、西クラブの目指すこと、出来ることを話し合っていきたいです。― 

 
ワイズ歴 
2010 年  東京西クラブ入会 
2017-18 年度 あずさ部 会計  
 
抱負 
 最も深刻な問題は新しいクラブ員を得られないことです。皆それぞ

れに努力はしています。私たちは何故この組織に入っているのか、ワ

イズメンズクラブの魅力はなにか、クラブでもしっかり議論をしてい

きたいと思います。自信をもって新会員の加入に努めます。 
  

重点目標 
 継続している YMCA ホテル専門学校の留学生支援を行います。 
 若者たちの将来の夢や希望をかなえるお手伝いが少しでも出来ますようにと願いを込めて。  
 
事業、行事でアピールしたいこと 

〇 例会時の卓話 : 毎月、新しい世界が開かれ、魅力あるお話が伺えます。 
〇 WHO（ウオーキング・ホリデー・荻窪）: 毎月行っているウオーキングです。 
  企画運営者のお陰で、都内でもこんなに楽しく歩ける場所があるのかと驚きます。 

他クラブの皆様もぜひご参加ください。 
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東京武蔵野多摩クラブ 

会長 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。』 

 
ワイズ歴 
2013 年 10 月  東京武蔵野多摩クラブ入会（7 年 9 カ月） 
2014-15 、2016-17 東日本区ユース事業委員 
2015-16 、2017-18 あずさ部ユース事業主査 
2018-19     東日本区広報・伝達（PR）専任委員 
2019-22    東日本区 Change！2022 推進委員  
2019-20   東日本区ユース事業主任 
2020-21    クラブ会長  
 

抱負 
昨年度に引き続き、会長を仰せつかりました。昨年度は、コロナ禍ということでほとんど活

動が行えませんでした。昨年度のスタート時は全く先の見えない状況でしたが、今期はワクチ

ンという明るいニュースも見えてきた中で、完全にリモートに移行してしまっていた例会を少

しずつリアルに戻すことができればと思っています。 
現役世代の若者へのワクチン接種はまだまだ先になりそうですが、ワクチン接種を済ませた

人からリアルな例会会場へお集まりいただき、未接種の人たちはリモートで参加するハイブリ

ッド方式がある程度できるのではないかと思っています。合わせて、リモートでもサテライト

（副会場）を設けて、一か所に大勢が集まらないよう工夫した例会運営も考えています。 
早いほうの人でも、ワクチン接種が済むのは 7～8 月頃ということですので、初めの何カ月間

かはリモートでの開催にならざるを得ませんが、ハイブリッド方式での開催として、遠方の方

もゲスト、ビジターとしてお迎えできればと思っています。 
せっかく、リモート例会の整備も整いましたので、DBC クラブとの連携も深めていきたいで

す。リモート下ですと、新しいメンバーの獲得が非常に難しいですが、リモートでもゲストの

参加しやすく、参加したくなる雰囲気を作りたいです。 
 メンバーも決して多くありませんので近隣のクラブと連携して、少しでもクラブが活性化で

きればとも思っています。停滞気味の活動を活性化させるためにもクラブでのファンド事業を

何か考えていきたいです。 
もう一度原点に立ち返って、YMCA の支援、魅力あるクラブ、自分たちは何ができるか考え

ていきたいと思っています。 
 
重点目標：例会の開催（なるべく集まれる様に） 
 
その他：DBC の交流、クラブファンド事業の立上げ 
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松本クラブ  
会長 倪 秀成 

会長主題 『今こそ、国際親善をはかろう』 

 
ワイズ歴 
2008 年入会 
 
抱負  
・CS 事業「アジア賞作文コンテスト」はアジア留学生の支援と国際親善

を目的として創設されたものなので、今年も引き続き実行する予定です。 
・2019 年 5 月に松本ワイズメンズクラブの金井さん、赤澤さんと一緒に

10 日間ほどの「新疆の旅」を”敢行”し、雄大な自然風景と純朴な民族風

情に魅了されました。今、コロナ禍で海外へ簡単に行けないため、IT ツ

ールを活用した新疆へのオンライン観光・現地住民とのオンライン交流を少なくとも１回行いた

いと思います。 
 
重点目標 
 新規入会 1 名を目指す。  

 
事業、行事でアピールしたいこと 
 2021 年 12 月 11 日(土)松本において第 23 回アジア賞授賞式開催予定です。 どうかよろしくお

願いいたします。 
 

東京サンライズクラブ 
会長 小山 憲彦 

会長主題 『辛抱！じっと我慢』 

 
ワイズ歴 
1989．5.28  入会 チャーターメンバー 
 
今年の抱負 
 コロナ渦の中でいかにメンバーの絆を保ち、クラブを存続させるかを

第一に考えたい。さらに会員増強と、そのための魅力ある例会作りを

目指す。５回目の会長だが、初心に帰り、努めたいと思う。 
 

主な年間活動計画 
 １２月 山中湖センターの「地域の子供たちのためのクリスマス」 

  ４月 山中湖センターのワークキャンプ 
今年度はこの二大イベントはぜひとも開催したい。 
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甲府２１クラブ 
会長 米長 晴信 

会長主題 『地域貢献を活力に！』 

    “Fundraising through Community Service” 
 

ワイズ歴４年 
 2017 年 9 月入会 
 2019 年クラブ EMC 委員長 
 2020 年東日本区国際・交流事業主任 
 
抱負 
 活動していてワクワクするような楽しいクラブ運営を目指す 
 
基本方針、重点目標 
 ・メンバー全員を EMC 委員に任命。新入会者数の数値目標は設定しな

い。例会や行事へのゲストの招待に力点を置く。 
 ・社会貢献活動（CS）に力を入れる。 
 ・魅力あるクラブ活動が会員増強の最大のツールである。 
 
事業・行事のアピール 
 主題の英文は若干日本語と異なっていますが、こちらの方が私の考えを反映しています。メン

バーによる会費や寄付に偏った運営を見直し、地域貢献型の行事を通じて YMCA やワイズメン

ズクラブに献金できるよう会員全員の英知と努力を結集させたいと思います。 
 

東京八王子クラブ              

                                   会長 山本 英次 

会長主題 『コロナ禍を乗り越えて、新時代のクラブへ』 

 
ワイズ歴 
「Chartered October 30. 1994」名誉あるチャーターメンバー。 

2010-2011 クラブ会長 

 
重点目標 

CS（地域貢献活動）として永年に渡り開催してきた「チャリティーコン

サート」活動を 2022 年 3 月には是非とも開催にこぎつけたい。 
10 年間続いた「東日本大震災復興支援」活動が一段落したのを機会に

主題に掲げた通り、ワクチン接種を全員終了した後は万全の態勢でクラブ

の新時代を切り開いてゆく。 
チャリティーコンサートの義援金は、以前からの地雷廃絶は元より、新しい提供先を模索して

いる。中央大学のボランテアグループ「ひつじぐも」との交流は既に二十数年になり多くの学生

が、海外への人材派遣（IYC・STEP・YC）に参画している。クラブ活性化の為にも継続するこ

とを願っている。 
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事業 
コロナ禍の収束後には、大きなイベントとして「あずさ部部大会」が 10 月 16 日（土）に地元

の「高尾わくわくビレッジ」において開催の予定である。 
 直前会長からの引継ぎで「タグ・ラグビー」の「東京八王子ワイズメンズクラブカップ」杯の

創設を検討している。若い並木 真さんの入会により実現性を帯びてきている。 
 
抱負 
 毎月の例会の活性化は従前からの当クラブの課題でありましたが、次年度にも卓話の充実を計

画。対面例会の良さもさることながら、Zoom 例会も気軽に遠方から参加できるのがよいですね。

今後の例会の有り方の一つになりそうです。 
 

東京たんぽぽ Y サービスクラブ 
会長 服部 節子 

会長主題 『１パーセントの新しい風』 

 
ワイズ歴 
 1991 年  東京山手クラブ入会 
 2002 年 4 月 東京たんぽぽクラブチャーターメンバーとして転入会 
 2007-08、14-15、21-22   クラブ会長 
 2020-21    あずさ部国際・交流主査 
 
抱負 

たんぽぽクラブは少人数ですが会員同士の絆が大変強く、活動は常に全

員参加で行っています。活動内容に於いても充実しているクラブです。そ

の事は、東京たんぽぽクラブが今年 5 月に 20 周年を迎えることが出来たことにも現れています。

これらはワイズの皆様のご協力とご援助を頂いたお陰です。感謝しております。これからも 20 年

間の活動実績を継続しつつ、１パーセントの可能性のある取組みから始め、新しい風を吹き込ん

でいきたいと思います。 
 
重点目標 

会員増で新しい風を 
たんぽぽクラブの良さ継承しつつ、新しい風を 
liby 支援の継続で新しい風を 
1 パーセントの新しい風 

 
事業・行事 

東京たんぽぽ Y サービスクラブ 20 周年記念 
liby 支援のチャリティーコンサート 
liby 支援のリンゴファンド 
東京 YMCA のプロジェクトのサポート参加 
１パーセントの新しい風 
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富士五湖クラブ 
会長 原 俊彦 

会長主題 『何があっても・・・元気で楽しく!!』 

 
ワイズ歴 
1983 年   山手ワイズメンズクラブ入会 
1989 年  東京サンライズワイズメンズクラブ・チャーター 
1994 年 7 月   第 1 回東日本区副区大会実行委員長 
2000-01  東日本区国内事業主任 
2002-03  あずさ部部長 
2009-10  東日本区理事 
2011 年 7 月 富士五湖ワイズメンズクラブへ転会 
2016-17  富士五湖ワイズメンズクラブ会長 

抱負 
昨年１月、コロナが蔓延し始めたと思ったら何でも有りの世の中が一変し、全てに規制の掛か

った不自由極まり無い日常生活が突然やって来ました。もちろん、ワイズ活動も御多分に洩れず、

いずれのクラブも毎年の恒例行事は悉く中止、変更を余儀なくされクラブの存在意義さえ問われ

た 1 年でも有りました。一方、昨年 7 月からの１年間、改めて富士五湖クラブの活動を振り返っ

て見ると蜜が避けられない富士山例会こそ中止になったものの・・・「８月・納涼例会」「10 月・

伊東での 1 泊移動例会」「11 月・山梨 YMCA バザー出店」「3 月・京都洛中クラブとの合同例会

（2 泊 3 日）」「4 月・障がい者フライングディスク大会」・・・と結果として毎年行っている恒例

行事は、一部を除き滞りなく全てこなす事が出来ました。これは富士五湖クラブならではの「纏

まりの良さ」にあると思っています。 
今年度はこの「少人数のクラブ故の纏まりの良さ」を生かし、臨機応変、世の中のどんな変化

にも即応出来るクラブ運営を心がけていきたいと思っています。 
 
重点目標 
毎年恒例となっている行事の遂行：特に、昨年中止となった「9 月・富士山例会」「1 月・新

年例会」は状況を見ながらですが、今年度は、是非共実現させたいと思っています。 
また、初めての試みとして、「11 月・京都洛中クラブとの DBC 例会（伊東 1 泊）」を実現した

いと考えており、現在両クラブで協議中です。 
 
行事予定 

7 月 キックオフ例会 
8 月 納涼例会 

 9 月 第 18 回富士山例会 
11 月 伊豆高原移動例会（京都洛中クラブとの合同例会） 

 1 月 新年例会 
 4 月 第 11 回 障がい者フライングディスク大会 
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長野クラブ 
会長 森本 俊子 

会長主題 『仲良く、希望を持って歩もう』 

 

ワイズ歴 
10 年（チャーター2010 年 10 月 2 日） 
 
抱負 
 気負いすぎないで日常の中にワイズ活動を！ 
    
重点目標 
 会員同志の融和を！ 
   

事業 
地域のボランティア活動との連携をしたい。 

 長野市のボランティアセンターに登録しました。 
 行事でアピールしたいこと今のところ具体化していない。 
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あずさ部 部則 
第１章 部 則 

第１条 名 称 
  この組織は、ワイズメンズクラブ国際協会あずさ部（以下「部」という。）と称し、 
  主として、東京都、山梨県、長野県までを地域とする。 
第２条 目 的 
  この部則は、部内各クラブ（以下「クラブ」という。）がいっそうの活性化を図り 
  発展していくため、部の組織及び運営について定めたものである。 

第２章 組 織 
第３条 部の構成員 
  部は、国際協会に加盟するクラブをもって構成する。 
第４条 役 員 

第１項 役員の構成は、部長、次期部長、直前部長、書記、会計及び事業主査とす

る。 
第２項 部長は、東日本区定款第１７条に定める「部長の任務」を積極的に順守・ 

推進するため、評議会、部大会及び部長が必要と認めて招集するその他の 
会合を主宰する。 

第３項 役員は、部長を援け、前項の任務の遂行に協力するとともに、評議会、 
部大会、その他、部長が招集する会合に出席又は陪席する。 

第５条 役員の選出等 
第１項 役員の選出に関する事項は、別に定める。 
第２項 役員の任務は、1 年とし、会計年度に従う。 

  第６条 担当主事 
    クラブの担当主事は、評議会、部大会及びその他の会に随時、出席することができ 
    る。ただし議決権を持たない。 
第３章 運 営 
  第７条 評議会 

第１項 評議会は、部における最高議決機関である。 
第２項 評議会は、部役員、各クラブ会長、副会長、書記、会計（いずれも各１ 

名）及び部選出代議員（人数割り議員）により構成される。 
    第３項 評議会は、部長の招集により年１回以上開催し、部の運営等について審 
        議・議決する。 

第４項 評議会において、議決すべき事項は次のとおりである。 
      １ 部則の改正、諸規則の制定・改廃及び特別委員会の設置等について 
      ２ 部役員及び次々期部長、部選出代議員（人数割り議員）、監事の承認等に 
        ついて 
      ３ 部予算及び部費などの決定について 
      ４ 部の事業計画について 
      ５ 事業報告及び収支決算の承認について 
      ６ 役員会その他の協議機関からの答申に基づく審議・承認について      

７ その他、部長または評議会が必要と認める事項    
 第５項 評議会は、構成員の２/３以上の出席（委任状を含む。）をもって成立し、 
    議事は出席評議員の過半数をもって決する。 
 
 



15 

第８条 部 大 会 
第１項 部大会は、部長の招集により、クラブ活動の情報交換及び会員相互の親睦 

      を目的として、毎年１回、定期に開催する。 
第２項 部大会のホストクラブは、部長の指示を得て部長と協力し、部大会開催の 

世話をする。 
   第９条 役員会 

第１項 役員会は、部長が、必要と認めるときにその都度、招集し、部の運営に 
ついて審議する。 

第２項 役員会の審議結果は、次の評議会に報告し、承認を得る。 
   第 10 条 監事 
     監事は定員２名以内とし、評議会で選出する。監事の任期は２年とする。 
   第 11 条 その他の会合 
     特別委員会等、部長が招集して開催するその他の会合については、その都度、部長 

が出席者を指名する。 
   第 12 条 部 報 
     東日本区及び部内の情報をクラブに伝達し、会員の理解を促進するため、部報を 
     発行する。 
第４章 会 計 
   第 13 条 会計年度 
     会計年度は、毎年７月１日に始まり、翌年の６月３０日に終わる。 
   第 14 条 財 政 

第１項 部の財政は、部費、東日本区部活動補助金をもって賄う。 
第２項 特別の必要がある時は、経常会計の他に特別会計を設けることができる。 

   第 15 条 予 算  
     部の収支予算案は、前年度最後の評議会に次期部長が提出する。 
   第 16 条 報 告   
     会計は、年度終了後 4 週間以内に決算書類を作成し、監事の監査を経て評議会に 
     提出する。 
第５章 細 則 
   第 17 条 細 則 
     部の組織・運営について、この部則に定めのない場合には別に細則を設けることが 
     できる。 
付 則 
  この部則は、１９９７年７月 １日から施行する。 
        ２０００年５月１３日部分改訂。 
        ２００３年７月 １日部分改訂。 
        ２００９年５月 ９日部分改訂。 
        ２０２１年２月１３日部分改訂。 
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あずさ部 部則施行細則 

１  総 則 
（１） この細則は、部則を一層適正に運用するため、定めるものである。 
（２） この細則の改正は、評議会の議決による。 
 
２  役員の選出 
（１） １ 部長、次期部長および次々期部長は、あずさ部所属の各クラブから輪番制（設立 

順）により推薦を受けて評議会で選出する。 
   ２ 輪番制による部長選出の責任あるクラブが、次期もしくは次々期部長を推薦出来な

くなった場合、当該クラブの会長は第 2 回評議会までに部長にその旨を報告すると

ともに、次順位のクラブ会長にその推薦を依頼する。 
（２）部選出代議員は東日本区定款６条第４項により選出され、部事業主査及び書記、会計に 

ついては、部長が、他の役員からの意見を参考の上、指名する。 
 
３  部 費 
（１） 部費は、会員１名に付き、年間 1,500 円とする。 
（２） 部費は、9 月 15 日までに納入する。 
 
４  部長活動費 
   １ 部長に対してはその活動を補助するため、年額 7 万円を支給する。 
   ２ 部長が長野県もしくは山梨県から選出された場合には、上記活動費に加え、長野県 
     選出の部長には 5 万円、山梨県から選出された場合には 3 万円をそれぞれ追加して 
     支給する。 
   ３ 上記追加支給については、あずさ部各クラブからの会員数に比例して、各クラブが 
     負担する。 
 
５  施行日 
   この細則は、1997 年 7 月 1 日から施行する。 

2003 年 7 月 19 日部分改定。 
2014 年 7 月 1 日部分改定。 
2015 年 7 月 12 日部分改訂。 

       



17 

あずさ部旅費補助の内規 

 
（１） あずさ部評議会に出席する次の出席義務者に旅費の補助を行う。 

 部役員（部長、直前部長、次期部長、書記、会計、事業主査）部監事、部メネット委

員長、部選出人数割り代議員クラブの会長、副会長、書記、会計（いずれも１人） 
（２） 旅費の補助額は次の通りとする。 

① 東京都内で評議会が行われる場合 
 長野県内からは 3,000 円 
 山梨県内からは 2,000 円 

② 山梨県内で評議会が行われる場合 
 東京都内からは 2,000 円 
 長野県内からは 2,000 円 

③ 長野県内で評議会が行われる場合 
 東京都内からは 3,000 円 
 山梨県内からは 2,000 円 

（３） 出席義務者の代理に対する旅費補助は行わない。 
（４） 旅費補助は部の通常会計から支出する。部会計の事情により補助の減額もある。 
 
2000 年 5 月 13 日部評議会にて決定 
2009 年 5 月 9 日部評議会にて部分改訂。 
2015 年 5 月 9 日部評議会にて部分改訂。 
 

あずさ部ファンド規定 

第１条 あずさ部部則第１５条第２項にもとづく特別会計として「あずさ部ファンド」（以下 
「ファンド」という。）を設ける。 

第２条 ファンドは、次の特定事項に限ってあずさ部（以下「部」という。）経常会計予算では 
支出できない出費に備えることを目的とする。 
（１） 災害救助等の部内各クラブの共通する不時の出費 
（２） 部としての特別な事業 

第３条 第１項 部経常会計の年度決算において、その収支残金に相当額の余裕が生じた 
場合は、その金額の一部を評議会の議決によりファンドに繰り入れることが 
できる。 

第２項ファンドへの任意の寄付金があった場合は、これをファンドに繰り入れる。 
第４条 第１項 ファンドの資金管理は部会計が行う。 

第２項 ファンド基金による事業の実施は評議会の議決を要する。ただし、第２条 
第１項による事業に関し緊急の議決を要するが、評議会の議決を得る時間が 
ない場合に限り、部役員会の議決を経て実施し、その後直近の評議会に報告

し、承認を得ることとする。 
第５条 この規定の改正は、評議会の議決による。 

2000 年 5 月 13 日部評議会にて決定 
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あずさ部ＣＳ／ＡＳＦ助成金規定 

 
（目的）第１条 この規定は、あずさ部（以下部という。）の各クラブが、単独で、あるいは共同で 

実施するＣＳ事業、またはＹＭＣＡサービス事業に部が助成する場合に必要とする事項を

定めることを目的とする。 

（委員会）第２条各事業部に対する助成を審議するために「あずさ部助成金委員会（以下委員会とい

う。）」を設置する。 

 ２． 委員会の委員は部長、部書記、部会計及び該当する事業を担当する部事業主査で構成する。 

（申請書）第３条 ＣＳ事業またはＹＭＣＡサービス事業に助成を希望するクラブは、申請書を部長

が定める期日までに部長宛提出する。 

 ２． 申請書には、事業計画書、事業の名称、実施予定日、予算案（総額と希望額）、助成を希望

する理由、その他を明記する。 

（助成の決定）第４条 委員会は提出された申請書に基づき、審議し助成することが望ましい場合

は、助成金額を決定する。 

 ２． 助成の決定に当たっては、事業内容の他、そのクラブが東日本区や部にして最小限の義務を

果たしていることを判断の基準とする。 

（事業報告）第５条 助成を受けようとする事業、または受けた事業は、事業終了後速やかに実施報

告書を部長に提出しなければならない。 

（規定の改廃）第６条 この規定の改廃は部評議会の議決を経て行う。 

附則  この規定は、2003 年 7 月 19 日から施行する。  

 

あずさ部 CS 事業補助のための選考基準 
第１  この内規はあずさ部所属の各クラブが実施する CS 事業に対し、あずさ部が補助金を支出す

るための選考基準を定める。 

第２  選考基準は以下の通りである。 

（１） CS 事業がクラブ単独事業かそれに準ずる活動であること。 

（２） CS 事業がクラブの事業として周辺地域に知られていること、あるいはその可能性が 

高いこと。 

（３） CS 事業が入場料あるいは企業協力金などに依存していないこと。 

（４） CS 事業が単年度のみでなく複数年にわたって継続され、あるいはその可能性が高い

こと。              

第３  CS 事業に対する補助金を希望するクラブは、あずさ部 CS 事業担当主査に対し、実施種

目・予算案を記して指定日までに申請書を提出する。 

第４  あずさ部 CS 事業担当主査は、あずさ部長・次期部長・直前部長・あずさ部書記および会計

と共に申請のあった CS 事業が、上記基準に適合しているか審査する。その際、基準に適合

した CS 事業が、新規に開始されるものである場合には、他の事業に優先して補助するもの

とする。 

第５  CS 事業に対し補助金を受けたクラブは、事業実施後すみやかにあずさ部 CS 事業担当者に

決算書を添付して報告書を提出する。     

2015 年 5 月 9 日評議会にて決定        
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