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東日本区
理事通信

“Let's act now for the future” “Do something for someone and have an enjoyable club life for yourself  !”
「未来に向けて今すぐ行動しよう」 「誰かのために奉仕して  自分のための楽しいクラブライフを！」

この度　東日本区の理事を拝命させていただ
きました、あずさ部・甲府 21クラブの佐藤
重良です。皆様のご協力とご支援をいただき
ながら、ワイズダムのために一生懸命奉仕さ
せていただく所存です。どうぞ宜しくお願い
申し上げます。
◇今年 11月 15日はワイズメンズクラブ国際
協会設立 100周年にあたります。大いにお祝
いをしましょう。又先人が築いた素晴らしい
貴重な遺産から多くを学び、これからの未来
の 100年に向けてスタートに立ちます。現在
今まで経験のしたことのない、コロナの問題、
そして今年の 2月 24日突然の戦争が勃発し、
悲惨な状況が続いております。戦争をすぐに
停戦し、コロナ禍も終焉し、平和を願うもの
です。
◇ワイズメンズクラブ東日本区の中にも、多
くの課題を抱えております。ワイズメンズク
ラブの認知度が低く、毎年平均 20人会員が
減少していて、これに歯止めがかからない状
況が続いております。今年も引き続き
Change!2022 の活動を柱に会員増強に、最
重要課題として取り組ましょう。コロナ禍が
終息の兆しが見えて来たようにも見えます。
ニューノーマル（新しい日常）に対応する地
域に合った（今まで実施してきた）奉仕活動
を見直し、改善できるものは改善し活動しま
しょう。　
◇国際協会のあたらしい制度、iGo の募集が
始まりました。詳細をご紹介しました。これ
からの若い人のために支援してゆきましょう。
　
◇先般国際協会から、2022～ 2032 までの
10年間の青写真として「Strategy2032」が
示されました。東西日本区合同翻訳・通訳グ
ループの御奉仕により翻訳していただきまし
た是非ご覧ください。長期計画の趣旨を踏ま
えていただき、今後の活動方針等に取り入れ
て活用してください。東日本区として、今後
どのように取組んでゆくかについて、皆さん
と協議しながら進めたいと思っております。

佐藤　重良（さとうしげよし）

1941年 10月 12日　秋田
県大館市生まれ。大手総合建
設会社に勤務。
2014年 12月に甲府 21ワ
イズメンズクラブに入会。
2017年2018 年期にはクラ
ブ会長を経験。クラブ 30周
年実行委員長を務め、クラブ
CS活動として特に地域に根ざした「大根」「トウ
モロコシ」「ジャガイモ」などをYMCAの子ども
たちと育てています。今年は自分の背丈より大き
くなったトウモロコシ畑で、子どもたちと一緒に
活動をしましたが、それはもう大喜び。汗だくに
なりながら、この子たちの未来を担保してあげた
い、と意を固めました。
2022年ー 2023年東日本区理事を拝命。
◇趣味　園芸・菜園
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新担当　山本です。広報・伝達（PR）専任委員と
して次の事を実行して行きたい、と思っています。
▶クラブ情報発信
各クラブの「イベント」「活動内容」「ファンド」
や「YMCAとの協働」などなど、どんどん「水平
展開」が出来るようにお伝えしていきたい、と思っ
ています。
「理事通信」「東日本区Web」や「フェイスブック」
で発信して参ります。
次の要項で情報をお寄せください。

強調月間・Change! 2022

強調月間　PR

　○タイトル「イベント名など」（予告・報告）
　○日時
　○場所
　○イベント内容（何を行うか）
　○参加対象は？
　　ワイズ、YMCA, 一般　など
　○有料・無料
　○その他　チラシやウェブサイトまた
　　イメージ写真など

基本的には、理事通信は毎月 1日の発行を予定し
ておりますので、掲載希望のクラブ情報は前月の
25日までにメールもしくは FAXにてお寄せくだ
さい。

▶告知用ポスターなどの企画
外部の方々にワイズメンズクラブをPRするため
に、ポスターやワイズ案内チラシなどの企画を行
います。現在Change!2022 委員会に対して、
YMCA内に掲示するワイズ案内ポスターのご提案
をしているところです。　
こんなモノがあればいいのに、というPRに向け
た皆様のアイディアがあれば、どんどんお寄せく
ださい。

■広報・伝達（PR)専任委員　山本　俊一
　メール　yamamoto@bestpartners.tokyo
　ファクス　050-3737-5829
　電話　　090-8562-8168

2022 年末をゴールとする会員増強運動
『Change! 2022』がラスト６か月になりました。
コロナ禍の影響もあり減少が続いています。
昨年度、コロナ禍でもできる事業を検討し、
Zoomによるワイズ・ナイトフォーラムを６回開
催いたしました。
一般の方に、ワイズの活動を紹介し、ワイズを知っ
てもらうことが目的でした。一般参加者が少なかっ
たことは残念でしたが、他クラブの活動状況を知
る良い機会になりました。
会員の多くは、ワイズに奉仕を目的として入会さ
れますが、同時に親睦や社交も求めています。奉
仕と親睦の両輪なくしてクラブの活性化も会員増
強も望めません。Change! 2022 ニュースの中に、
そのヒントが埋もれています。また、ワイズ紹介
サイト『動画で分かるワイズメンズクラブ』もリ
ニューアルします。より積極的な活用を是非お願
いします。
YMCAとのパートナーシップをより強くし、
2022年末に向け、残り 180日間のラストスパー
トです。７月は強調月間 ! 本気の新会員獲得への
取り組みをお願い致します。

栗本治郎（熱海）
Change! 2022 推進委員会委員長

栗本　治郎（くりもとじろう）
1950年 5月 6日生まれ
1979年に熱海クラブ入会後、
クラブ会長を経て 2017
2018 年東日本区理事を務め
る。2019年よりChange! 
2022 推進委員会委員長に就
任。
趣味：ゴルフ

入会促進をはかる為にYMCAに
ポスターを掲示しようというアイディアです。
キャッチコピー、デザインなどアイディア募集中。



「東日本区担当主事就任にあたって」
　ワイズメンズクラブ国際協会東日本区担当主事
　　　　　　日本YMCA同盟　大澤篤人（茨城）

2022-23 年度ワイズメンズクラブ国際協会東日本
区の担当主事を拝命いたしました、大澤篤人と申
します。  2022 年 4月、 茨城 YMCAから日本
YMCA同盟へ出向してまいりました。どうぞよろ
しくお願い致します。
私は大学在学中の 2005年から茨城YMCAのボ
ランティアリーダーをしていました。ボランティ
アリーダーを始めたころに、ちょうど茨城ワイズ
メンズクラブも設立され、当初からよく茨城ワイ
ズメンズクラブの例会に参加していました。職員
になっても変わらず例会にお邪魔させていただき、
2018年から 2022年 3月まで担当主事も務めさ
せていただいておりました。その中で、YMCAへ
の強力な支援をはじめとした、ワイズの皆様の奉
仕の精神に心打たれ、職員という立場でありなが
ら、どのようにワイズに貢献できるかを考えさせ
られました。
私はボランティアリーダーの頃から、積極的にワ
イズの例会に参加させていただいていました。職
員となってからも、ワイズの例会へ出席すること
は毎月の楽しみの一つであり、例会の中で「スマ
イル」をさせていただけるようになった時に誇ら
しく思ったことを覚えています。（学生の頃は献金
は不要だと事前に伝えられており、献金しづらく、
していませんでした）
今、コロナ禍で対面例会がしばらく行われていま
せんが、対面で例会が行われていた 2019年度ま
でも、やはりボランティアリーダーや若い職員が
例会に来ることは大変稀で、ワイズにかかわる喜
びを体験できる場が少ないと感じていました。
この度、東日本区担当主事のお役目を仰せつかり、
私にどのようなことができるのか、未熟ながら精
一杯考えて参りたいと思います。YMCAにはボラ
ンティアリーダーや職員をはじめとした、様々な
若者がかかわっています。もちろん多くの方がワ
イズメンズクラブのことを知っておられますが、
ワイズメンズクラブに関わる喜びや、加わること
で持てる誇り、参画することで得られる満足感が、
どこまで伝わっているでしょうか。ワイズに関わ
ることで得られるベネフィットを、まずはYMCA
職員が正しく理解することが重要と考えます。
そのためにも、ワイズとYMCAが情報交換を密に
し、関係強化を図ってまいります。ワイズと
YMCAが、お互いの現状を理解しあい、支えあい、
高めあうために、一方的ではなく双方向の協力関

係を正しく築き、車の両輪としてバランスが取れ
る状態を維持していくために、尽力して参ります。
2022年度は、日本YMCA中期計画 2年目の年で
す。コロナ禍からのリカバリーを掲げスタートを
切ろうとした矢先に、ロシアによるウクライナへ
の軍事侵攻が始まりました。YMCAの持つ国際
ネットワークを生かし、日本への避難を希望する
方のサポートから、中長期の生活支援までを視野
に、命を守り平和を実現するための支援に取り組
んでいます。日本YMCA中期計画聖句「光は暗闇
の中で輝いている（ヨハネによる福音書1章5節）」
をテーマとして、ウクライナ緊急支援、ブランディ
ング推進、ポジティブネットのある豊かな社会を
作る働きを進めて参ります。
毎月の理事通信では、世界のYMCAや日本の
YMCAのトピックス、日本YMCA同盟や東山荘、
YMCA研究所からのお知らせ、ワイズメンズクラ
ブをはじめとする協力関係団体との協働、ウクラ
イナ緊急支援等支援活動報告などを、YMCA報告
としてお知らせし、皆様と共有いたします。
合わせて、ワイズドットコムを中心にワイズメン
ズクラブ国際協会東日本区に発信されたニュース
を、担当主事及び全国YMCAへ共有いたします。
ワイズメンズクラブと全国YMCAのパートナー
シップがより強力なものとなるよう、祈りながら
進めて参ります。皆様、この 1年間、何卒よろし
くお願い申し上げます。

大澤　篤人

1987年 1月 25日生まれ。
筑波大学学生の時からボラ
ンティアリーダーをつとめ
る。茨城YMCAに 2011
年入職。リーダーネームは
「あっとん」。

大澤篤人担当主事
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〈今後の予定〉
〈7月〉
　7/9
　7/10
　7/31
〈8月〉
　8/15
　8/26
　8/27
〈9月〉
　9/3
　9/5～9
　9/17
　9/30

〈11月〉

〈10月〉

　11/15～17
　〈未定〉

第 1回東日本区役員会
各クラブ前期半年報
前期区費請求書発送

国際半年報
臨時代議員会
北海道部部大会

甲府やまなみワイズメンズクラブチャーターナイト（甲府）
国際ユースコンボケーション（タイ）
北東部部大会

10/8 関東東部部大会
10/8 東新部部大会
10/15 あずさ部部大会
10/23 湘南・沖縄部部大会
10/29 富士山部部大会

ユースボランティア・リーダーズフォーラム（～10/2）

ワイズメンズクラブ国際協会設立 100周年記念式典
BF　ペルーより来日

戦略 2032
2022.7.1 Vol.1

半年報提出のお願い
7月 1日現在の会員数を記入して各部長まで 7月 10日までに FAX
もしくはメールでお知らせ下さい。

戦略 2032 = Strategy 2032　
創立 100 周年を機に、2022 年に制定されたワイズズメンズクラブ国際協会（YMI）の
中長期計画。YMI が 2032 年にはどのような組織になっているかの目標およびそのため
の戦略をまとめたもの。YMI は、公平で持続可能な世界を築くために、互いに刺激し
合い、協力し合って、親睦と地域社会への影響力において卓越した組織となること、
健康、環境、教育に重点を置いて奉仕活動を行っていくこと等が謳われている。
2016 年に制定された「2022 年とその先に向けて」（Towards2022 & Beyond」）
および 2019 年に制定された「チャレンジ 22」（Challenge 22）の後継計画である。

詳細は、2022 年 6月号の理事通信をご覧ください



http://ymi-100.org/

Registration is now open

100-year anniversary celebration event.

15-17 November 2022
Grand Hyatt Hotel
Taipei, Taiwan
Details & Registration

ワイズメンズクラブ国際協会
設立 100周年記念式典

11 月 15日 ー 17 日

▶

■旅行業者 募集〈公募〉
この式典を含めた旅行企画をお願
い致します。理事通信 8月号にて
実際のツアー申込み案内を掲載し
てまいります。
書記・清藤あてご一報ください
　kuniseido@gmail.comまで

2022.7.1 Vol.1

大会情報・登録は以下から

（11月14日はロールバックマラリアゴルフ大会）



第 26回東日本区大会

2023 年 6月 3日・4日の両日、山梨県・甲府市で第 26回東日本区大会が行われます。ホストクラブ
は甲府 21。あずさ部の各クラブの支援を受けて開催されることになります。「かふふ・来」って何？
旧仮名遣いで、甲府＝かふふと書きます。そして、この甲府に来ることで、甲府・来、つまり「幸福」
になるという願いを込めたキャッチコピーです。因みに、サブタイトル、「あなたの置き忘れたものを、
取りにきてください」とは、電車内に忘れた傘ではありません。毎年 6月に人が集う時、そこには、
笑顔と、勇気と、感動があります。どうぞ、取りにきてください。

第 3回 東西日本区交流会が、2023年 2月 4日
～5日の 2日間　神戸にて開催されます。

　登録費〈参加費〉　20,000 円（税込）
　＊別途　交通費、宿泊費がかかります

東日本区からは、200人を送り込む！と宣言を
しております。
お早めにカレンダーに○を付けてご準備下さいま
すようご案内申し上げます。

かふふ・来
あなたの置き忘れたものを、取りにきてください

チラシは速報版です

奉仕活動主要 4団体フォーラム
ロータリー、ライオンズ、
キワニス＆ワイズ。
これは必見です！

2022.7.1 Vol.1



https://www.ysmen.org/partners/youth/programmes/igo/interns/

iGo（青少年海外インターンシップ）募集

 
　　　　　　　

 

Internship offered by (organisation,company...) 
Contact name  
Email 　 
Internship start date  
Internship end date  
Internship location  
List any particular eligibility criteria   
Briefly describe the internship　position being offered
Accommodation Arrangements 　　　　　 
Briefly describe the accommodations 
Internship is 
Currency 

　　　　　　　　
　　　　　　　　

Bombay YMCA
Leonard Salins
generalsecretary@ymcabombay.com
Saturday, October 1, 2022
Wednesday, November 30, 2022
Mumbai　India
Vaccinated　Fully
Volunteering in Camping and Sports activities
the itern　Will be provided　at no charge to
Single AC Bath Attached Room
Unpaid
INR

 

 
　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　

 

 

YMC Pärnu
Marina Mesipuu-Rhun
yklubi.parnu@gmail.com
Thursday, September 15, 2022
Thursday, December 15, 2022
Pärnu　Estonia
• Main place will be in Raeküla open youth
centre　cooperation with youthworker. 
Activities for children and　youngsters 
age of 7-18 (like culture, music, art, handcraft,
sports etc)
• Intern will take part in the daily activities 
of the Raeküla　Old School centre to help 
organizing several concerts,thematical days,
 seminars etc.
• He/she will lead language and culture 
clubs for local　students, making groupworks
 with local students
Will be provided at no charge to the itern
Accomodation will be in simple youth hostel, were
 you have　shared bathroom and toilet. You have 
your own kitchen and　own room.
Unpaid

Internship offered by (organisation,company...) 
Contact name  
Email 　 
Internship start date  
Internship end date  
Internship location  
Briefly describe the internship　position being offered

Accommodation Arrangements 　　　　　 
Briefly describe the accommodations

Internship is 

エストニア（パルヌ）

インド（ムンバイ）

2022.7.1 Vol.1

〈対象：18～29歳のワイズメンズクラブ／ワイズユースクラブのメンバー、メンバーの子・孫、YMCAのスタッフ〉

iGo = Internships for Global Outreach（アイゴー：「世界に手を
伸ばすためのインターン制度」）
■青年の成長を目的として、YMCA やワイズメンズクラブ会員で事
業を行っている者が、ユースに国際的なインターン（職業体験）の場を
提供するプログラム。申請時に18 歳から29 歳の者が対象。
2020-21 年度に廃止されたYEEP の後継プログラム。

インターン期間
2022.9.15～2022．12．15

インターン期間
2022.10.1～2022．11.30

〈詳細は、衣笠ユース事業主任にご照会下さい。〉　メール：  tkinubus@gmail.com
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2021-22理事通信報告内容 東日本区事務所

入会者一覧 2022/6/29
入会日 部 クラブ 入会者 紹介者･他

6月 2022年6月21日 あずさ部 甲府２１ 矢ケ崎 秀樹 宮岡宏実
2022年6月21日 湘南・沖縄部 横浜つづき 大野 君枝 辻   孝子
2022年6月28日 富士山部 富士宮 遠藤　賢 樋口　亨

3

JEF献金
献金日 部 クラブ 献金者 金額

6月 2022年6月 7日 北東部 宇都宮東 鈴木 伊知郎 60,000
2022年6月10日 あずさ部 甲府21 佐藤 重良 20,000
2022年6月10日 富士山部 沼津 相磯 優子 20,000

月間合計 100,000
年間合計 410,000

ウクライナ支援へ -102,000
JEF残高 13,408,636

       東日本区への送金
　　　　(1) 入会金

　　　　(2) 区費等

 ･区費等の振込は、 東日本区会計から送付される青色の 「ゆうちょ銀行振込取扱票」 を使用して、 最寄りのゆうちょ銀行から 

 ご送金ください。 　    ゆうちょ銀行　口座記号番号 ： 00110-0-362981

 ･他の金融機関から送金する場合は、  ゆうちょ銀行 019 支店 （当座） 0362981 へご送金ください。

 ･区費等の納入は、 前期は 8 月 15 日まで、 後期は 2 月 15 日までに、 東日本区へご送金ください。

　　　　(3)JEF （東日本区ワイズ基金）

 振込口座が今年度から変更になりました。

 ・ みずほ銀行四谷支店 普通預金 口座番号 3066690  ( 一社 ) ワイズメンズクラブ国際協会東日本区

　　　　　　　各金融機関の振込用紙を お使いください。

　　　　(4) 各種献金 ・ 募金

 ・ 各種献金は、 任意ですが各クラブはできるだけ目標を達成させてください。

 ･献金 （CS、 ASF、 FF、 BF、 TOF、 RBM、 YES） については、 「各クラブ」 は 「各部」 へ明細を必ず付けて２月 15 日ま

  でにご送金ください。

 ･「各部」 は各クラブからの献金の取りまとめを行い、 東日本区へクラブの明細を必ず付けて２月末日までにご送金ください。

 　ワイズメネット献金は、 クラブから直接東日本区へ送金してください。

 ・ 振込口座 ・ ・ ・ 上記 (2) 区費と同じ 「ゆうちょ銀行口座」 へご送金ください。

 ・ エンダウメント基金 （EF）、 東日本大震災支援金は、 直接東日本区へご送金ください。

　 　振込口座 ・ ・ ・ 上記 (2) 区費と同じ 「ゆうちょ銀行口座」 へご送金ください。

 ・ 現物　お年玉年賀切手シートは、 その分を現金化して、 ご送金ください。

 ・ 送金が２月 15 日より遅れた場合、 原則として表彰の対象となりませんが、 判断は事業主任に委ねられます。

 ・ 表彰で１人当たり献金額の基礎となる会員数は、 ７月１日の半年報で報告された会員数です。 但し、 担当主事を含みます。

 広義 ・ 功労会員は、 献金上の会員数から除外されます。

東日本区事務所所長　小林　隆（沼津）　　

 〒160-0003　東京都新宿区四谷本塩町 2-11　日本 YMCA 同盟会館２階
 TEL : 03-5367-6652 （FAX 兼用） 携帯電話 ： 090-6769-2224　e-mail ： yseast2010@gmail.com
 業務受付時間 ： 月 ・ 水 ・ 金曜日の 10 時 30 分～ 17 時 00 分



新クラブ設立準備委員長　仙洞田安宏 (甲府 )

　6月 11日 ( 土 ) 午後 6時より、ホテル談露館において、(仮 ) 甲府やまなみワイズメンズクラブの設立総会
が開催されました。参加者は東日本区から佐藤次期理事、板村直前理事、大川会員増強事業主任、栗本
Change!2022 推進委員会委員長、あずさ部からは長谷川部長、久保田書記、そしてあずさ部各クラブから合
わせて 37名でした。当初は、コロナウイルス感染防止のため、懇親会を控えるという方針で、会場も甲府駅
北口の藤村記念館を設定していましたが、急遽甲府クラブの例会場でもある談露館に変更しました。
　総会は仙洞田が設立経過の報告をした後、新クラブ初代会長の藤原一正さんが議長となり、会則、役員、予
算案を審議・承認しました。
　懇親会は、アルコール抜きでしたが、参加者が緩やかに歓談しました。席上、東日本区YES資金、
Change!2022 支援金が、それぞれスポンサークラブと新クラブに渡されました。新クラブ会員は 10名、チャー
ターナイトは 9月 3日を予定しています。
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チャーターナイト

（役職名は当時のものです）

栗本委員長（左）より支援金を受ける藤原会長



一般社団法人の名刺表記のご案内とお願い

法人推進委員会委員長
大久保知宏（宇都宮）

私たちが属する東日本区は 2021年 7月 1日に法
人格を取得し「一般社団法人ワイズメンズクラブ
国際協会東日本区」（以下「一社」）となりました。
遅くなりましたが、一社の名刺の作成に際し、
東日本区として統一して用いる表記をご案内いた
します。
一社では、定款第５条により、団体（即ち各クラブ）
が会員と規定されていますので、名刺の表記は「一
般社団法人ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 
所属　〇〇〇〇ワイズメンズクラブ」としていた
だきますようお願い致します。（下記参照）　　
その他のデザイン、レイアウトは自由です。裏面
にはChange! 2022 推進委員会作成のワイズ紹介
動画のカード（QRコード入り）と同じものを印
刷されることをお奨め致します。

名刺は各人で作成されて構いませんが、baton 社
ではいろいろなテンプレートを用意していますの
で、ご希望の方は同社にお問合せ下さい。
問合せ先：
https://www.baton.jp/ys-orderform-top/
価格：　1,650 円 /100 枚～

以上

〈連絡事項〉〈名刺表記について〉
1．半年報提出のお願い
　各クラブ会長・書記へのお願いです。
7月 1 日現在の会員数を記入し、各部長

　あて 7 月 10 日まで に FAX もしくは
Mail　でお知らせください。

　この数字は、前期区費、 1 人あたり献金
　達成目標等の算定基準となる公式数字と
　なりますのでよろしくお願い致します。
2．クラブニュース（情報）提出のお願い
　各クラブ会長、ブリテン担当へのお願い
　です。理事通信で、貴クラブのイベント
　を紹介しませんか？ 前月 25 日までに
　情報を頂ければ、翌月1 日発行予定の
　理事通信でご紹介致します。
3．ハンドブック＆ロースター発行について
　現在編集作業を進めておりますが、修正
　反映などで時間がかかっております。
　誠に申し訳ございません。
　▶7月15 日～2 0 日頃 Web 版のご紹介
　　ご注文冊数取りまとめ後
　▶7月 末～ 8 月上旬に印刷版のお届け
　を予定しております。
4．iGo　 2 カ国募集について
　エストニアとインドで募集があります。
　詳しくは衣笠ユース事業主任にご照会下さい。
　

　

　5．旅行業社 募集について
　今年は台湾 で 100 周年記念式典が開催
　されますが、東日本区管内の会員のみ
　なさんが安心して訪れることができる
　ように、パッケージツアーを企画・催行
　して下さる旅行業社を募集します。
▶7月20日まで
清藤書記宛　お申し越し下さい

　　kuniseido@gmail.com
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東日本区理事通信
発行人：東日本区理事　佐藤　重良
発行者：東日本区書記　清藤　城宏
掲載に関するお問合せは
①メール　kuniseido@gmail.com
②FAX　　050-3737-5829

名刺に「所属」の文字を入れるのを推奨といたします。

6．国際ユースコンボケーション
　来る9月5日～7日　タイ・チェ
　ンマイで、国際ユースコンボケ
　ーションが開催されます。
　申込み条件等については、後日
　ご連絡致します。
▶衣笠ユース事業主任までお問合
　せください。
メール　tkinubus@gmail.com


