
2022/7/1 

 

 

 

 

 

Y’s Men International  

 

Japan East Region 
 

２０22～２０23年度 

 

会長必携クラブ運営ファイル 
        

            

 
ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 



内容案内

2022－2023年度　主題 ｐ１

ワイズソング・ワイズの信条・YMCAの歌 ｐ２

2022－2023年度 行事予定表 ｐ３

2022－2023年度　東日本区役員一覧表 ｐ４

クラブ運営に関する事務手続きのポイント ｐ５-7

前期・後期半年報報告用紙 ｐ８

会員異動報告書 ｐ９

担当主事異動報告書 ｐ10

広義会員申請書 ｐ11

功労会員届け出書 ｐ12

休会申請書 ｐ13

ヤング会員補助金申請書 ｐ14

クラブ役員就任式式文 ｐ15

入会式式文 ｐ16-17

転入会式 ｐ18

ＥＦ申込書 ｐ19

ＪＥＦ申込書 ｐ20

ワイズ物品注文シート ｐ21

東日本区ＩＴ活用について ｐ22-25

ＢＦ使用済み切手の集め方 ｐ26

使用済み切手収集方法イメージ ｐ27

使用済み切手納品書クラブ用 ｐ28

メーキャップカード ｐ29

文章ワイズルール ｐ30



      

2022-2023年度  主 題 

 

Our Motto 標語 

      “To acknowledge the duty that accompanies ever right”  

「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う」 

 

〇東日本区理事 佐藤重良(甲府 21)  

主題：「未来に向けて今すぐ行動しよう」  

          “Let's act now for the future”  

スローガン：「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！」 

“Do something for someone and have an enjoyable club life for yourself!”  

 

〇国際会長 K・C・ サミュエル（インド）   

主題：「フェローシップとインパクトで次の 100 年へ」 

  “Into the next 100 Years with FELLOWSHIP & IMPACT”  

スローガン：「自⼰を超えて、変化を起こそう」  

” BEYOND SELF and BE THE CHANGE”  

 

〇アジア太平洋地域会長 チェン・チ・ミン（台湾）  

主題：「 新しい時代とともに、エレガントに変化を」   

   “Elegantly Change with New Era”  

スローガン：「今すぐ実行を」 “Doing It Right Now”  
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１． いざ立て 心あつくし ２． 歌えば 心ひとつに

手を挙げ 誓いあらたに ともがき ひろがり行きて

われらの モットー守る 遠きも 近きも皆

ふさわし その名ワイズメン 奉げて 立つやワイズメン

絶えせず めあて望み 栄えと 誉れ豊か

この身を 奉げ尽くさん まことは 胸にあふれん

　　

　　□ 自分を愛するように　　隣人を愛そう

　　□ 青少年のために　　ＹＭＣＡにつくそう

　　□ 世界的視野をもって　　国際親善をはかろう

　　□ 義務を果たしてこそ　　権利が生ずることをさとろう

　　□ 会合には出席第一　社会には奉仕第一を旨としよう

１． 若人のあつきいのりは ２． 開拓のみむねかしこみ

百年の歴史をつづる 福音のみ旗は進む

とこしえののぞみにもえて 地のはての国々までも

さかえありＹＭＣＡ ひかりありＹＭＣＡ

われらまたこぞりて起たん われらまた勇みて行かん

　　　　　　　３．民族のへだてとりさり

　　　　　　　　　手をつなぎ一つとなりぬ　　　　　　

　　　　　　　　　もろともに心合わせて　　　　

　　　　　　　　　みのりありＹＭＣＡ

　　　　　　　　　われらまた誓いて勝たん　

　　　　

ー２－

ワイズソング・ワイズの信条・ＹＭＣＡの歌

ワイズソング・いざ立て

ワイズの信条

ＹＭＣＡの歌
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Change2022 第１回役員会

戦略2032 前期区費納期 国際半年報 国際半年報

PR 各クラブ前期半年報（部長⇒会員増強事業主任）

前期区費請求書発送

2022-2023年度　　東 日 本 区 行  事 予 定

強調月間 東日本区行事・報告・送金 各部・西日本区等 国際・YMCA

キックオフ 各クラブ前期半年報部長宛提出

第２５回日東日本区大会　（宇都宮）（～5） 第11回日本YMCA同盟協議会　

第４回役員会　

代議員会

ユースボランティア・リーダーズフォーラム～１０/２） メンズクラブチャーターナイト

北東部部大会

国際会長候補者推薦

EMC

臨時代議員会（zoom) 北海道部部大会

国際ユースコンボケーション（～９タイ）

（仮）甲府やまなみワイズ

次期部長・事業主任研修会

富士山部部大会

ASF

　

東新部部大会

国際議員候補者推薦

キリスト教理解 祈りの輪

100周年祝賀 第２回役員会 YMCA大会　（～２７東山荘）

　 ワイズデー

国際協会１００周年祝賀会（～１７台湾）

国際RDEサミット（～20台湾）

各クラブ後期半年報部長宛提出
（クラブ会長⇒部長）

国際役員投票締め切り

EF

同上　（部長⇒会員増強事業主任） 　

IBC 国際役員投票

TOF 後期区費納期 25周年東西日本区交流会(～５） 国際半年報

JEF

後期区費請求書発送

次期部役員・クラブ会長報告
(次期部長⇒区）

CS 次期クラブ会長・部役員研修会

FF 各種献金納期（クラブ⇒部） 国際協会年央会議

HTW 各種献金納期（部⇒区）  

代議員会告示

ユース JEFエントリー締切

LT

W4W 代議員会議案締切
東西理事連絡会議
（西日本区）

RBM 第３回役員会　（現・次期合同）

ワイズメネット

Green Project

振り返り 第２６回東日本区大会（甲府）

YMCAサポート 西日本区大会

歴史
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役名 氏名 クラブ名 〒 住所 連絡先ＴＥＬ 携帯電話 Eメール

理事 佐藤重良 甲府21 400-0013 甲府市岩窪町328-2 055-253-7309 090-7202-0524 s001941satoh@yahoo.co.jp

次期理事 山田公平 宇都宮 321-0413 宇都宮市松風台1200-98 080-2127-5432 kyamada246@gmail.com

直前理事 大久保知宏 宇都宮 320-0027 宇都宮市塙田5-1-13-104 028-621-2383 090-5336-5755 t.ookubo@hh.fujii.co.jp

書記 清藤城宏 甲府21 400-0075 甲府市山宮町2924 055-253-8355 090-6105-1041 kuniseido@gmail.com

会計 荻野清 甲府21 406-0034 笛吹市石和町唐柏148 055-215-4663 090-6100-2244 ogino.voc@gmail.com

地域奉仕・YMCAサービス 小山久恵 東京サンライズ 202-0002 西東京市ひばりが丘北4-8-13 042-424-0525 090-9852-1179 hisaefromifone@i.softbank.jp

会員増強 佐藤節子 厚木 252-0003 座間市ひばりが丘3-38-4 046-253-4722 090-3903-2310 zamasunsun@jcom.home.ne.jp

国際・交流 利根川太郎 川越 350-1123
川越市脇田本町7-8

GBザ・シティ川越ミッドスクエア1104
049-215-4163 090-1507-5607 taro.tonegawa@gmail.com

ユース 衣笠輝夫 埼玉 330-0835 さいたま市大宮区北袋町2-9-3 048-647-2979 090-6038-1843 tkinubus@gmail.com

北海道部 小谷和雄 札幌北 004-0867 札幌市清田区北野7条1丁目7-26 011-852-9002 090-8639-576 odanik9002@ceres.ocn.ne.jp

北東部 大久保知宏 宇都宮 320-0027 宇都宮市塙田5-1-13-104 028-621-2383 090-5336-5755 t.ookubo@hh.fujii.co.jp

関東東部 工藤大丈 東京ベイサイド 135-0061 江東区豊洲2-5-2-1602 03-3238-8483 090-8807-2983 dabbeatkids@gmail.com

東新部 深尾香子 東京多摩みなみ 206-0021 多摩市連光寺4-19-22 080-7757-6770 kako@desk.email.ne.jp

あずさ部 後藤明久 富士五湖 401-0512 南都留郡忍野村内野3041-1 0555-84-4233 090-3147-4305 ag1263@olive.ocn.ne.jp

湘南・沖縄部 小松仲史 厚木 252-0003 座間市ひばりが丘1-69-20 046-252-1041 090-3514-2170 komatsu@bou-han.com

富士山部 前原末子 御殿場 412-0027 御殿場市西田中485-3 0550-83-4405 090-3155-5453 osuu0105@ezweb.ne.jp

行政監事 田中博之 東京多摩みなみ 192-0023 八王子市久保山町1-9-3-807 042-691-7567 090-9823-6387 mla40601@nifty.com

財政監事 小倉恵一 甲府 400-0016 甲府市武田3-14-21 055-251-0536 090-8777-7115 ogu@sage.ocn.ne.jp 

文献・組織検討委員会 駒田勝彦 甲府21 405-0018 山梨市上神内川879 0553-22-4471 090-3408-5063 kaikoma.kk@gmail.com

LT委員会 山下真 十勝 089-0614 中川郡幕別町緑町1-27 0155-54-2268 090-2072-1108 pah01510@yahoo.co.jp

東日本区ワイズ基金委員会 高田一彦 千葉ウエスト 273-864 船橋市北本町2412 047-491-3586 090-85093586 takawaizu@f7.dion.co.jp

東日本区奈良傳賞選考委員会 佐藤重良 甲府21 400-0013 甲府市岩窪町328-2 055-253-7309 090-7202-0524 s001941satoh@yahoo.co.jp

ワイズメネット委員長 松村仁子 甲府21 400-0104 甲斐市龍地2151-18 0551-28-5679 080-8819-4001 matsumura@gray.plala.or.jp

東日本大震災支援対策本部 佐藤重良 甲府21 400-0013 甲府市岩窪町328-2 055-253-7309 090-7202-0524 s001941satoh@yahoo.co.jp

Change!2022推進委員会 栗本治郎 熱海 413-0034 熱海市西山町36-11 0557-83-0327 090-3309-6613 kurijerk@outlook.jp

東日本区事務所人事委員会 山田公平 宇都宮 321-0413 宇都宮市松風台1200-98 080-2127-5432 kyamada246@gmail.com

ヒストリアン 仙洞田安宏 甲府 400-0053 甲府市大里町4089-5 055-241-0810 080-5373-8316 zamasunsun@jcom.home.ne.jp

ITアドバイザー 大久保知宏 宇都宮 320-0027 宇都宮市塙田5-1-13-104 028-621-2383 090-5336-5755 t.ookubo@hh.fujii.co.jp

トラベルコーディネーター 加藤重雄 仙台青葉城 981-0132 宮城郡利府町花園1丁目24-11 022-356-2122 090-2601-9761 kato@world-travel.co.jp

広報・伝達（PR) 山本俊一 甲府21 270-0027 松戸市二ツ木1903 　 090-8562-8168 yamamoto@bestpartenrs.tokyo

ユース代表 川口夏菜子 （とちぎYMCA） 321-0901
宇都宮市平出町3760-7

Y&M セカンドステージA 301
080-9457-0904 kawaguchi.kanako@tochigi-ymca.org 

副書記 山本俊一 甲府21 270-0027 松戸市二ツ木1903 　 090-8562-8168 yamamoto@bestpartenrs.tokyo

副会計 山口了 甲府21 405-0077 笛吹市一宮町坪井591-6 0553-47-3339 090-5502-6203 r.yamaguchi.works@gmail.com

事務所長 小林隆 沼津 411-0824 三島市長伏599 055-977-6323 090-6769-2224 tk19520808@gmail.com

担当主事 大澤篤人 茨城 305-0881 つくば市みどりの2588 　 050-2986-5692 ohsawa.atsuto@ymcajapan.org 

理事スタッフ

東日本区事務所

区担当主事

東日本区役員

常任役員

事業主任・事業委員会委員長

部長

監事

常置委員会委員長

ワイズメネット委員長

特別委員会委員長

専任委員

ー４－
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クラブ運営に関する事務手続きのポイント 
 
１ 東日本区書記・副書記 
 

東日本区書記・副書記は、 区理事の命を受け、 区の運営に必要な諸情報や作業依頼等の区内各クラブ・部・事業主任等への
連絡、 種々の役員会・研修会および区大会の開催に必要な諸々の準備作業、 西日本区との連絡・報告業務を行います。 

 
◆書記 清藤城宏 （甲府 21） 〒400-0075 山梨県甲府市山宮町 2924 

 
携帯： 090-6105-1041  E-mail ： kuniseido@gmail.com 

 
◆副書記 山本俊一 （甲府 21）〒270-0027 松戸市二ツ木 1903 鶴ハイム 402 

携帯： 090-8562-8168 E-mail ： yamamoto@bestpartners.tokyo 

 
２ 東日本区事務所 
 

東日本区事務所は、 西日本区および国際協会、アジア太平洋地域との連絡業務ならびに文書の整理、 保管業務に従事し、 ま
た区の円滑な事務運営を補佐する業務を行います。  

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  
（留守電の時は、 お名前と電話番号のメッセージ等を残すようお願いいたします。） 

 
３ 半年報提出の手続き 
 

クラブから提出される年２回の半年報は、 東日本区の現状を把握する基礎資料となり、 クラブから支払われる東日本区費 （国際
会費、 アジア太平洋地域会費を含む） などを算出する基準となります。  

半年報用紙は、 東日本区事務所から各クラブ会長に送付されますので、 会長の責任において会長または書記が記入し、 期限厳
守で所属の部長へ提出してください。 半年報用紙は、東日本区のウェブサイトの「会員増強」からダウンロードすることもできます。  

①前期半年報 2022 年 7 月 1 日の会員数と異動報告： 提出期限 7 月 10 日 部長宛 
 

②後期半年報 2023 年 1 月 1 日の会員数と異動報告： 提出期限 1 月 10 日 部長宛 
 

各部長はこれらを集計して前期 7 月 15 日まで、 後期 1 月 15 日までに会員増強事業主任へ報告してください。 
 
４ 東日本区への送金 
 

(1) 入会金 
 

・ 新入会員の異動報告書を部長および部会員増強事業主査へ提出後、 直ちに入会金 6,000 円を 「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 （郵便局） からご送金ください。 ( 下記区費等の口座 ) 

 
・ 通信欄に入会者の氏名をお忘れなく記入してください。 

 
・ 入会金の送金が確認されてから、 入会キットを送付いたします。 

 
(2) 区費等 

 
・区費には、 国際会費 （35CHF） アジア太平洋地域会費 （6$） 自然災害緊急支援基金 （2$） （何れも年額） が含まれます。  

 
･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。 

―５－ 



・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。 

 
５ 会員の異動報告 
 

(1) 入 会 
 

・ クラブの定める入会手続きを終え、 入会式の日時が決まった際は、 
 

「会長必携クラブ運営ファイル」 に入っている 「会員異動報告書」 に必要事項を記入して部長および
部会員増強事業主査 （同時に東日本区事務所） へメールまたは FAX でお送りください。 

 
・ ブースター賞の基礎データとなりますので、 紹介者を必ず記入してください。 

 
・ 入会金 6,000 円を東日本区口座へ所定の青色｢ゆうちょ銀行振込取扱票｣を使用して送金してください。 

 
・ 通信欄に入会者の氏名を記入してください。  ▶区費と同じ口座へ送金 

 
・ 入会金の送金が確認されてから、 入会キットを送付いたします。 

 
・ 入会者の氏名をランチョンバッジに入れる等の準備があります。 

 
・ 入会式の 15 日前までに会員異動報告書を提出し、 入会金の送金手続きを完了させてください。 

 
(2) 退 会 

 
・ 退会者があった場合は、 速やかに 「会員異動報告書」 に異動年月日等の必要事項を記入して部長および

部会員増強事業主査 （同時に東日本区事務所） へメールまたは FAX でお送りください。 
 

・ 簡潔で結構ですから、 退会理由を必ずご記入ください。 
 

・ 退会者から、 会員バッジ・ランチョンバッジ・名札の返納を受けてください。 
 

(3) 転出・転入・ 
 

会員が転出入する時は、 双方のクラブが連絡を密にして、 会員異動報告書を双方のクラブから、 部長および部会員
増強事業主査 （同時に東日本区事務所） へメールまたは FAX でお送りください。 

 
(4) 休 会 

 
休会扱いを希望する会員は、 東日本区定款施行細則第 12 条に従って所定の手続きをしてください。 

 
(5) 再入会 

 
・ 休会会員の再入会は、 入会金を免除します。 

 
・ クラブを退会してから１年以上経過して再入会する場合は、 新入会扱いとなり入会金が必要です。 

 
(6) 会員異動報告書の提出先 

 
・ クラブは、 部長および部会員増強事業主査へ ※東日本区事務所にもコピーをお送りください。
部会員増強事業主査は東日本区会員増強事業主任へ 

 
◆東日本区会員増強事業主任 佐藤節子 （厚木） 

 
〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 3-38-4 携帯： 090-3153-8304 FAX:046-253-4722 

 
E-mail ： zamasunsun@jcom.home.ne.jp 

 
６ 新クラブ設立会員（チャーターメンバー）の取扱い 
 

(1) 報 告 
 

別掲の｢新クラブ発足に必要な文書｣に基づき必要な文書を作成し東日本区事務所へ送ってください。 
 

(2) 東日本区費 
 

チャーターした月の属する半期分の区費は免除されます。 
 

(3) 入会金 
 

入会金 6,000 円 （クラブ会員１人に付き） を所定の 「払込取扱票」 を使って東日本区会計口座に送金してください。 
 

(4) 登録費 
 

新クラブは、国際加盟費として 100 スイスフラン （円換算額は東日本区事務所に相談してください） を所定の 「払込取扱
票」を使って東日本区会計口座に振り込んでください。 

 
７ クラブブリテンに関して 
 

クラブブリテンは会員の機関紙であり、 クラブ外への広報紙です。 
 

またクラブにとって一番大事な歴史的記録となるものですから、 事実の記述を丁寧にし、 必ず発行して、
下記に送付してください。 （郵送もしくはメール） 

 
その内容は、 各クラブの自主性に任されますが、 基本的に次の事項は、統一してください。 

 
◆用紙の大きさ Ａ４サイズ 

 
◆必要掲載事項 

 
① 国際会長主題 ② アジア太平洋地域会長主題 ③ 東日本区理事主題 ④ 在籍会員数 

―６－ 



⑤ 例会出席者数 （メン､メネット､コメット､ビジター､ゲスト）⑥ 月間出席者数 ⑦ 月間出席率
なお、 上記必要掲載事項のうち ④ ～ ⑦ は出来るだけ第一面下段に掲載してください。 

 
◆送付先 

 
自クラブ会員、 東日本区役員 （役員名簿掲載者全員）、 

 
所属する部の役員・事業主査・クラブ会長 
 

８ 文献の保存について 
 

各クラブのブリテンや他の必要資料は、 各クラブで保存、 管理してください。 
 

部やクラブで作成した以下の文献や資料などの印刷物は、 １部を必ずヒストリアン迄送付してください。 
 

① チャーターナイトに関する一切の資料 
 

② 周年行事の記念誌 
 

③ 部大会をホストしたクラブはそのパンフレット 
 

④ 区大会、 アジア太平洋地域大会、 国際大会をホストしたクラブはその企画書、 予算書、 決算書等、
一切の資料。 （含む、 写真数枚） 

 
９ 物品の販売について 
 

クラブ会員バッジ、 クラブ会長バッジ、 クラブ元会長バッジ、 ランチョンバッジ、 万国旗、 ベル、ギ

ャベル他、 クラブ運営の必需品に関しては、下記の指定業者が扱います。発注・支払は、 各クラ

ブで直接行ってください。 
 

〒111-0036 台東区松が谷３－ 22 －２ TEL 03-3841-5846 FAX 03-3841-5873 
株式会社 斎藤工芸 担当者 村杉 一榮 （東京北） 

 
10 各種報告、申請用紙について 
 

東日本区公式ウェブサイトからダウンロードして取得してください。 
 

ただし、 東日本区公式ウェブサイトからダウンロードできない方は､東日本区事務所へ請求してください。 

 
11 国際関係 
 

国際会長、 国際議員等の推薦、 選挙に関しては、 その都度ご連絡いたします。 
 

なお、 選挙の投票は、 各クラブから直接、 国際協会ウェブサイトを通じて行って下さい。 

―７－ 



部 クラブ名：

報告者：

2022年7月1日現在 会員数 名 （内：功労会員　　 名） ＊休会会員は会員数から除く

功労会員氏名 【届け出はお済みですか】

広義会員氏名 【申請はお済みですか】

担当主事氏名

休会会員氏名 【申請はお済みですか】

2022年7月1日～12月31日までの異動

入会会員氏名

退会会員氏名

休会会員氏名

部 クラブ名：

報告者：

2023年１月1日現在 会員数 名 （内：功労会員　　 名） ＊休会会員は会員数から除く

功労会員氏名 【届け出はお済みですか】

広義会員氏名 【申請はお済みですか】

担当主事氏名  

休会会員氏名 【申請はお済みですか】

2022年7月1日～12月31日までの異動

入会会員氏名

退会会員氏名

休会会員氏名

2022-2023年度　前期半年報報告用紙

部長： 　

名、広義会員

　

2022-2023年度　後期半年報報告用紙

部長： 　

名、広義会員
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新 転 再 退 転 変 報告日 年 月 日

 異動年月日 （必須）

年 月 日 （入会式・退会の日付）

部 クラブ

年 月 日 

年 月 日 

入会金の入金を確認後、キットを送付します。

報告書送付先：所属部部長及び部会員増強事業主査　⇒　区会員増強事業主任

　　　　　　　　　　　　　　　　３　上記以外に送付する場合は送付先を記入してください

 （入会キット送付先）       １　クラブ事務所、　　２　会長自宅、　　　

紹介者（必須）

入会者紹介
(退会理由）

入 会

勤務先電話

出

勤務先住所

住　　　所 〒

所属ＹＭＣＡ

(ローマ字)

生 年 月 日 ( 西 暦 )

(ローマ字)

ＦＡＸ

職　種

ＦＡＸ

勤務先会社名

Ｅ－ｍａｉｌ

電　　　話

登　録　者　氏　名

入

上記該当枠内に○印を記入

パートナー

(英文住所)

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区

会　員　異　動　報　告　書

報告者氏名

クラブ名
更

入　会 退　会

入

CCで区事務所【ｙｓｅａｓｔ２０１０＠ｇ－ｍａｉｌ．ｃｏｍ　Ｆａｘ：０３－５３６７－６６５２】にもご送付ください。

会　　　員

 転入・転出の場合

 相手クラブ名

                 

生 年 月 日 ( 西 暦 )

（注）「退会者」の場合は、氏名と、できれば退会理由をご記入ください。

クラブ

（注）「入会者紹介」に記載いただいたことは理事通信に掲載されることもあります。ご了承ください。



新 転 退 転 報告日 年 月 日

入 入 会 出

 異動年月日 （必須）

年 月 日 （入会式・退会の日付）

部 クラブ

年 月 日 

年 月 日 

　　　【註】退会・転出の場合は氏名のみの記入でかまいません。

CCで区事務所【ｙｓｅａｓｔ２０１０＠ｇ－ｍａｉｌ．ｃｏｍ　Ｆａｘ：０３－５３６７－６６５２】にもご送付ください。

会　　　員

 異動(転入・転出）の場合

 相手クラブ名

                 

生 年 月 日 ( 西 暦 )

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区

担 当 主 事 異 動 報 告 書

報告者氏名

クラブ名 クラブ

登　録　者　氏　名

上記該当枠内に○印を記入

パートナー

入会者紹介
(退会理由）

職　種

ＦＡＸ

(英文住所)

住　　　所

電　　　話

〒

所属ＹＭＣＡ

(ローマ字)

生 年 月 日 ( 西 暦 )

(ローマ字)

紹介者（必須）

勤務先住所

ＦＡＸ

勤務先会社名

Ｅ－ｍａｉｌ

入会金の入金を確認後、キットを送付します。

報告書送付先：所属部部長及び部会員増強事業主査　⇒　区会員増強事業主任

　　　　　　　　　　　　　　　　４　上記以外に送付する場合は送付先を記入してください

入　会 退　会

初めて担当主事になられる方には入会式を行ってください。（入会キットは有料です。）

 （入会キット送付先）       １　クラブ事務所、　　２　会長自宅、　　３　入会キットは不要です　　

勤務先電話



  年  月  日 

 

ワイズメンズクラブ国際協会 

      東日本区理事殿                                    

 
            部 

          クラブ 

会長            

 

 

 

広 義 会 員 申 請 書 
 

 

下記により東日本区における「広義会員」のご承認をいただきたく、 

ここに申請致します。 

 

記 

 

 

 

送付先   東日本区事務所   ＦＡＸ：０３－５３６７－６６５２ 

             Ｅ－ｍａｉｌ：ｙｓｅａｓｔ２０１０＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 

申請年月日 

 

  年  月  日 

 

摘要期間 

 

  年 月 日～    年 月 日 

 

 会員名  

 事由  

―１１－ 



  年  月  日 

 

ワイズメンズクラブ国際協会 

      東日本区理事殿                                    

 
            部 

          クラブ 

会長            

 

 

 

功 労 会 員 認 定 届 
 

 

下記により東日本区における「功労会員」の認定をいただきたく、 

ここに届け出致します。 

 

記 

 

 

 

送付先   東日本区事務所   ＦＡＸ：０３－５３６７－６６５２ 

             Ｅ－ｍａｉｌ：ｙｓｅａｓｔ２０１０＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 

申請年月日 

 

  年  月  日 

 

会員名  

 届け出事由  

―１２－ 



  年  月  日 

 

ワイズメンズクラブ国際協会 

      東日本区理事殿                                    

 
            部 

          クラブ 

会長            

 

 

 

休 会 申 請 書 
 

 

下記により東日本区における「休会」取り扱いのご承認をいただきたく、 

ここに申請致します。 

 

記 

 

 

 

送付先   東日本区事務所   ＦＡＸ：０３－５３６７－６６５２ 

             Ｅ－ｍａｉｌ：ｙｓｅａｓｔ２０１０＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 

休会年月日 

 

  年  月  日 

 

休会期間 

 

  年 月 日～    年 月 日 

 

 会員名  

 申請事由  

―１３－ 



 

 

 
年  月  日 

 

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 

東日本区理事       殿 
 

            部 

 

          クラブ 

 

会 長         印 
 

 

ヤングメンバーに対する東日本区大会登録費補助金申請書 

 

 
 

「ヤングメンバーに対する東日本区大会登録費補助規約」に則り、下記の通り記載会員の補助金を 

申請致します。 

 

 

会員氏名 生年月日 満年齢 備考(連絡事項等) 

    

    

    

    

    

    

    

 

集  計 

 

     計    名 

  

合 計 

金 額 

 

 

            円 

 

※ 生年月日は西暦で記入してください。 

 

補助金申請先：部会員増強事業主査            行き 

 

  【注意事項】 

部会員増強事業主査は、部長並びに会員増強事業主任宛てに報告をお願い致します。 

以上 

 

―１４－ 



略式 クラブ役員就任式式文 

 

 今、ここにワイズメンズクラブ国際協会 □□□クラブの役員就任に際し、国際協会を                       

代表して、式辞を述べさせていただきます。 

                     

 ワイズメンズクラブの運動において、クラブの役員に選ばれることは大いなる名誉です。 

 あなたがたが選ばれたのは□□□クラブの会員の信頼を得ている結果で、全ての会員は

あなたがたの能力を信頼し、大いに期待をしております。 

 

 ここで役員としての資質を、アルファベットの「I」で始まる以下の 4 つの言葉で言い表し

ます。 

 

 第 1 は「Idealism」すなわち「理想を持つこと」です。会員はあなたがたが最も高い理想

の手本を示されることを期待しています。 

 

 第 2 は「Interest」すなわち「興味を持つこと」です。役員が率先してワイズ運動の全て

にわたって興味を持ち、会員を引きつけ、ワイズ第一の気持を育ててください。 

 

 第 3 は「Initiative」をとることです。常にアイディアを出し、計画し実行する。他の人の

提案に乗るだけではなく、自ら提案者になるのです。「何かを始める人」になり、始めたこと

は成功させてください。 

 

 第 4 は「Industry」すなわち「労をいとわぬ」ことです。打ち込む仕事に大小はありま

せん。時には全てをなげうって、根気よく働いてください。 

  

あなたがたを役員に選ぶにあたって、この 4 つの資質のほかに、前向きの良い持ち味を

発揮されるよう期待しています。 

 一人一人の会員をリードし、協働してワイズ運動を推進させてください。 

 

 それでは、役員就任にあたり、右手を挙げて、その決意を表明してください。 

 

（クラブ会長は新役員を代表して右手を挙げて宣誓をする） 

「私たちは、ワイズメンズクラブ国際協会 □□□クラブ の役員として、その任務を誠心

誠意務めます」 

  

それでは最後に皆さんの拍手により、新しい役員の就任を祝福しましょう。 

                                   

                                                                  (2002-03 修正) 

―１５－ 



（モデル）入会式 式文 

［ワイズメンズクラブに入会する事は、次のようなモットーを掲げる組織に加わる事です］ 

 「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う」 

 

○ ○○さん、あなたの入会にあたり、ワイズメンズクラブの目的とワイズメンになる事の意味を 

良く理解して頂きたいと思います。ワイズメンズクラブの国際憲法には、私たちの目的が明確に  

述べられています。その内容は次のようなものです。 

 

 ワイズメンズクラブ国際協会は、多様な宗教・信仰を持つ人々が、互いに敬愛の念を持って    

共に働く世界的な友好団体です。ワイズメンは、イエス・キリストの愛と奉仕の実践を目指し、YMCA

のために自己を捧げ尽くそうとする心を持って、より良い世界を築くために、人々の先頭に立ち、

活発な奉仕活動に励みます。 

 ワイズメンは、イエス・キリストが教えられた愛の心を行動に移します。イエス・キリストの   

愛の教えは、それぞれのクラブや国際協会の運営および方針決定のガイドラインとなり、また個人   

としてのワイズメンの生活の指針ともなります。 

 

さて、ワイズメンズクラブの奉仕活動は次の6つの目的に基づいています。 

A 個人的にもまたクラブとしても、その奉仕活動を通じてYMCAの活動を支援する。 

B ワイズメンにふさわしい他の団体を支援する。 

C 地域社会や国際的な問題に関心を持ち、一党一派に偏らない正義を追求する。 

D 宗教・社会・経済・国際などの諸問題について会員を啓発し、積極的に参加させる。 

―１６－ 



E 健全な交友関係を作り出す。 

F この協会の国際・地域・区の事業を支援する。 

 

○○○さん、あなたが、ワイズメンズクラブの目的と意義を認め、この目的のために    

誠実に奉仕し、積極的に献身される気持ちをお持ちになられたら―「はい」―と答えてください。      

 

さて、ワイズメンである事は次のような5つの特別な意味を持っているということを確認させて 

いただきます。 

1. ワイズメンは、理想を追求します 

2. ワイズメンは、YMCAに尽くします 

3. ワイズメンは、国際的な見識を持ちます 

4. ワイズメンは、義務が全ての権利に先立つ事を認めます 

5. ワイズメンは、誠心誠意働く者となります 

 

○○○さん、いま述べた事に基づいて、あなたがこの会に入会を希望されるなら、手を挙げて――  

「入会します」――と宣言し、このクラブの理想と目的に献身しようとするあなたの誓約として下

さい。  

 

 いま行われた宣誓を受けて、私は喜んであなたをワイズメン（もしくはワイズウィメン）、つまり

「Y の」かつ「Y のための」人であると宣言し、世界各地のワイズメン一同を代表して、あなたを

この世界的友好団体にお迎えいたします。 

―１７－ 



転入会式式辞（次第） 

 

ただ今から、前 XXXXX ワイズメンズクラブの会員 XXXXX さんを私たち〇〇ワイズメン

ズクラブの会員として迎える転入会式を執り行います。 

 

立会人として XXXXXXの XXXXXさん、XXXXXXの XXXXXさん、どうぞ前へお越しく

ださい。 

 

XXXXXさんは・・・・・（プロフィール、転入会の経緯など） 

（紹介者がいる場合にはその者から紹介、そうでない場合は司式者（会長）が紹介） 

 

 

 

 

私たちは XXXXXさんを当クラブの会員として心から喜んでお迎え致します。 

力強い仲間を得たことに感謝し、XXXXXさんの熱意とこれまでのワイズメンとしての経験

が〇〇クラブに於いて存分に発揮されることを願います。 

 

今ここに、私は〇〇クラブを代表して、〇〇クラブのランチョンバッヂを胸に付けさせて

いただき、握手の礼をもって転入会歓迎の印と致します。 

 

（ランチョンバッジ着装） 

（司式者、立会人と握手） 

 

おめでとうございます。 

 

（拍手） 

 

では、XXXXXさん、ひとことご挨拶をお願いします。 

なお、XXXXXさんには今年度、クラブの XXXXXXXXXXXXとしてご奉仕いただきます。 

（立会人着席） 

 

（転入会員挨拶） 

 

（拍手） 

―１８－ 
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ENDOWMENT FUND 

献金申込書 

 

   年   月   日 

ワイズメンズクラブ国際協会 

東日本区理事 

         殿 

 部 クラブ 

申込人  

国際エンドーメント・ファンドに下記の通り献金いたします。 

 

申込み区別  

 

 

申込みの金額（日本円の場合） 
 

 

（スイスフランの場合） 
 

 

献金の趣旨 

 

送金日    年   月   日 

 

＊この献金は東日本区の郵便振替用紙にて、東日本区会計口座０１１０－０－３６２９８１へご送金下さい。 

＊この申込書は、東日本区事務所に添付ファイル、ＦＡＸ、郵送等でご送付下さい。 
 

東日本区事務所 〒１６０－０００３ 東京都新宿区四谷本塩町２－１１ 

                日本ＹＭＣＡ同盟内 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０３－５３６７－６６５２ 

Ｅ－Ｍａｉｌ ｙｓｅａｓｔ２０１０＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 

 

 個人  クラブ  その他 

￥         

CHF 
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東日本区ワイズ基金 

献金申込書 

 

   年   月   日 

ワイズメンズクラブ国際協会 

東日本区理事 

          殿 

 部 クラブ 

申込人  

東日本区ワイズ基金に下記の通り献金いたします。 

 

申込み区別  

 

 

申込みの金額     
 

 

献金の趣旨 

 

送金日    年   月   日 

 

＊この献金はみずほ銀行四谷支店普通口座 3066690（一社）ワイズメンズクラブ国際協会東日本区へ

ご送金下さい。 

＊この申込書は、東日本区事務所に添付ファイル、ＦＡＸ、郵送等でご送付下さい。 
 

東日本区事務所 〒１６０－０００３ 東京都新宿区四谷本塩町２－１１ 

                日本ＹＭＣＡ同盟内 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０３－５３６７－６６５２ 

Ｅ－Ｍａｉｌ ｙｓｅａｓｔ２０１０＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 

 

 個人  クラブ  その他 

        円 

―２０－ 



ワイズ物品係行 発注日

　品　　　名 価格(税別) 数 量 金　　額

　会員バッジ 650
　クラブ会長バッジ　　　　　　＜銀製＞ 4,000
　クラブ副会長バッジ　 1,300
　クラブ書記バッジ 1,300
　クラブ会計バッジ 1,300
　クラブ直前（元）会長バッチ　＜銀製＞ 4,000
　ランチョンバッジ 800
　メネット会長バッジ 1,500
　メネット元会長バッジ <PAST> 1,500
　メネットバッジ 700
　会員・メネットブローチ 1,500
　メネットランチョンバッジ 500
　名刺　　 （用紙１００枚） 600
  名刺印刷 （用紙１００枚込み） 2,700
  名刺入れ 1,700
　スプーン 500
　フォーク 500
　ワイズキャップ 2,000
　タイピン 1,200
　マグカップ　　　　（７５Φ×９mm） 600
　クリアファイル　　（１組４枚入り） 500
　ワイズシール各種　（最小２００片） 300
  クラッチバック 2,500
　６０Φバッグ札 500
　カーステッカー 300
　盾（ギャベルシールド）３００mm×２１０mm 12,000
　盾　角 (４０６Ａ)　  21０mm×16０mm 6,000
　盾　丸（４０６Ｂ）   22０mm×17０mm 7,000
　盾　角（４０７Ａ）   15０mm×11０mm 5,000
　ギャベル・盾・プレート彫刻 (一文字） 20
　表彰用紙 50

47000 47,000
　ランチョンベル 55,000

　　　クラブ名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：

　　　　　住所：

㈱斉藤工芸　ＦＡＸ03-3841-5873 ＴＥＬ03-3841-5846

                      e-mall:saikou@jcom.home.ne.jp

　　　　　　　　　　＜注文シート＞　　 　２０１６年３月版

年　　月　　日

ー２１－
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東日本区 IT 活用について 
 

東⽇本区ウェブサイト 

http://www.ys-east.or.jp/ 
 

 

理事通信 

月初めに更新されます 

 
 
 
 
 

 

国際会長、部報などがグループ単位

でページになっています。 

 
 

 

各事業からのお知らせ 

各事業主任、委員会からのお知らせ

を掲載します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この QR コードからも

入れます 

トップページ 

お伝えした最新記事が掲載さ

れています 

クラブから周年行事などお知

らせしたいことがあれば、広

報・伝達（PR）専任委員まで

ご依頼ください。 

―２２－ 
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ブリテンの配信⽇法 

ブリテンが完成したら下記のアドレスまでまで添付ファイルでお送りください。（容量制限はありません。） 

webmaster@ys-east.or.jp 

IT アドバイザー側でファイルを最適化して掲載します。 

 
掲載が終わったらメールでお知らせしますので、ワイズコム等のメーリングリストで告知してください。 

告知は、ブリテンが掲載されているアドレスをメールでお知らせすることになります。ワイズコムへのメールに

はブリテン自体は添付しないようにしてください。 

ファイルの最適化は、ファイルの種類（PDF）とその容量だけになります。

ブリテンの内容については、各クラブで確認してください。 

 

ニュースの配信⽇法 

部会、クラブの周年行事、奉仕活動、チャリティーイベントなど、告知したいニュースがある場合、告知用のち

らしファイルなどは広報伝達（PR）専任委員にお送りください。 

ファイルを最適化してニュース掲載いたします。実施前の募集や実施後の速報などにご活用できます。奉仕活動

の様子などは、ブリテンにまとめる前に速報として、写真と簡単な説明で掲載されると活発な様子を対外的に出

せるのでお勧めいたします。後述する Facebook との連動などで、動画などでの告知も可能です。 
 

 

Facebook ページ 

https://www.facebook.com/ysmenjapaneast/ 

 

会員増強の Change!2022 推進委員会では各クラブに 

facebook ページの設置をお願いしてきました。 

東日本区でも facebook ページを設置し、外向けの情報発

信を行おうとしています。 

 
各クラブの facebook ページからの

情報共有（シェア）などが比較的簡

単なので、外に向けたリアルタイム

な情報共有が期待されます。 

各クラブの活動のアピールを進め、ワイズメンズクラブ

が社会、地域の中で理解、認知される取り組みにご協力

ください。 

 
クラブ facebook ページの投稿のシェアや記事・イベント

の登録を積極的にお願いします。 

広報・伝達（PR）専任委員に掲載希望を伝えてください。 

―２３－ 
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メーリングリスト 

東日本区では区内の円滑、迅速、コストのかからないコミュニケーションを可能とすべく、メーリングリストを

提供し、活用しています。 

メーリングリストを利用することにより、効率良くかつ確実に区内全体（クラブ会長、区・部役員）や特定のグ

ループ内でのメールの送受信を行うことができます。 

（メーリングリストに入っていない（メールアドレスをお持ちでない）クラブ会長、事業主査等がいらっしゃ 

ることにご留意下さい。） 
 

⚫ 当該メーリングリストに属するメンバーのみが発信可能です。 
 

メーリングリスト種類 メールアドレス 

部長全員＋区役員会メンバー dg- higashinihon@ys- east.or.jp 

あずさ部役員 dist- azusa@ys- east.or.jp 

富士山部役員 dist- fujisan@ys- east.or.jp 

北海道部役員 dist- hokka@ys- east.or.jp 

北東部役員 dist- hoku@ys- east.or.jp 

関東東部役員 dist- kanto@ys- east.or.jp 

湘南・沖縄部役員 dist- shounan@ys- east.or.jp 

東新部役員 dist- toushin@ys- east.or.jp 

文献・組織検討委員会 doc@ys- east.or.jp 

Change!2022委員会＋拡大EMC emc@ys- east.or.jp 

エクステンション委員会 ext@ys- east.or.jp 

法人化準備委員会 hojinka@ys- east.or.jp 

事業主任 jigyosyunin@ys- east.or.jp 

常任役員会 jyounin@ys- east.or.jp 

クラブ会長全員＋区役員会メンバー kaicho@ys- east.or.jp 

会議室管理者 kaigi@ys- east.or.jp 

ｌT委員会  lt@ys- east.or.jp 

区役員会メンバー（委員長・専任委員を含む） member- yakuinkai@ys- east.or.jp 

区役員 officer- je@ys- east.or.jp 

東日本大震災支援対策本部 shinsai@ys- east.or.jp 

地域奉仕・YMCAサービス事業委員会 syusa- cs@ys- east.or.jp 

会員増強事業委員会 syusa- emc@ys- east.or.jp 

国際・交流事業委員会 syusa- internat@ys- east.or.jp 

メネット委員会 syusa- menette@ys- east.or.jp 

ユース事業委員会 syusa- youth@ys- east.or.jp 

東西交流会準備委員会 tozai@ys- east.or.jp 

ワイズドットコム（東西共通） yscom@mld.nifty.com 
⚫ メーリングリスト経由で受信したメールに「返信」すると発信者のみに返信されます。 

⚫ メーリングリスト内全員に返信する際は「全員に返信」を選択。この場合発信者には二重に返信されるので

発信者を宛先から削除して下さい。 

⚫ ワイズドットコム」は希望者の登録制です。（現在約 700 名）自由、活発な情報提供、意見交換の場とし 

―２４－ 
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てご利用下さい。（クラブ会長、区・部役員でメールアドレスをお持の方は全員登録されています。） 

⚫ メーリングリストで送信するメールはできるだけコンパクトにお願いいたします。ワイズドットコムでは 

1,000K（1 メガ）以上のメールは送信できないようになっています。 

⚫ コンピュータ・ウィルス対策：感染者(=被害者) は即加害者になります。是非対策をお願いいたします。 
 

Zoom 会議室の利⽇⽇法 

COVID-19 の発生から新しい生活様式の一つとして定着し始めた Web 会議室について、東日本区では Zoom のアカウ

ントを取得し、クラブ例会、部評議会、区役員会など様々な場面で使用されています。 

会議室のアカウントは 2 つご用意しています。 

原則 1 日に 2 回の予約としています。東日本区のウェブサイトから会議室が空いているかを確認したうえで、予約
してください。 
ただし、空きがなくても個人・クラブの Zoom アカウントを利用できる場合が
あります。まず、お申し込み下さい。 

 
会議室の空き情報、予約のページは次のとおりです。

あるいは右の QR コードを読み込んでください。 

 
会議室 - ワイズメンズ国際協会 東 日 本 区 (ys-east.or.jp) 

https://www.ys-east.or.jp/%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%AE%A4/ 

 
会議室の予約方法 

 
上記のアドレスで予約ページに入って

下さい。 

左記の画面に必要項目を入力して送信

ボタンを押してください。 

 
折り返し、会議室管理グループから会議

室の予約の受付と使用するためのアド

レスが記入されたメールが送信者に送

られます。 

そのメールを確認されたら、確認した旨

をご返信ください。 

会議室管理グループから再度ご連絡が

あった時点で、会議室の予約が確定しま

す。 

 
会議室の主催者（ホストと呼ばれます） 

はメールに記載されたホストキーを会議

室に入室した後に入力することで、会議

の記録や画面の共有ができるようになり

ます。 

―２５－ 
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ワイズメンズクラブ BF 切手の集め方          

 

１. 使用済み切手の集め方 

○切手の切り方 

・切手の回りを３～5㎜ 程の余白を付けて切り取る 

・複数の切手が貼ってある場合も、切手全部に沿って３～5㎜ 幅で切り取る 

☆除外する切手 

・傷､欠けのあるもの 

・汚れたもの 

・剥がしたもの、台紙からはがした切手、一度はがした切手を台紙に貼り直した切手 

・段ボールなど厚紙に貼った切手 

・キズやセロハンテープの付いた切手 

・料金別納に使用した、シートのまま消印されたもの 

☆避けて頂きたいこと 

・収集家が欲しい切手を抜き取り、その残りの使用済み切手を寄付することがあります 

 メンバーの手で集めたものをお願いします 

   

参考 使用済み切手の市場動向 

収集家が、新しい使用済み切手を希望しています 

現在は、使用済み切手の流通在庫は不足気味なので、特に新しい切手「ふるさと切手」等が 

発行されて 種類が増え、収集家は待っています 

 

２. 切手の分け方  日本切手と外国切手に分ける 

国内切手は１kg 600円 ・ 外国切手は１kg 1,000円です 

クラブでまとめて、日本切手と外国切手を分けて、それぞれ袋に入れて送って下さい 

 

３. 切手の送り方  各部事業主査に送る、手渡す 

   (有)フクオに、送付、または持ち込まないでください 

 

○送付の場合： 

１＞クラブでまとめて、国内切手と外国切手に分けて袋に入れる。個人での受付はできません 

 ２＞切手の送付先 

      各部事業主査の住所氏名 

 

○持ち込みの場合： 

 １＞クラブでまとめて、国内切手と外国切手に分けて袋に入れる。個人での受付はできません 

２＞切手の持ち込み先 

      各部事業主査の住所氏名 
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クラブ 

各部長 

クラブ クラブ クラブ クラブ 

各部国際・交流事業主査 

・クラブ別使用済み切手納品記録用紙に記入 

・記入した使用済み切手納品書ハガキを添付し切手を送付 

・切手送付は年間２回まで 

 

㈲フクオ新宿店 

〒１５１－００５３ 東京都渋谷区代々木 ２－７－５ 

       中島第２ビル３Ｆ 新宿切手センター内 

ＴＥＬ/ＦＡＸ：０３－３３７９－３３０５ 

営業時間：１０：３０－３３０５  

休 業 日：毎週月曜日・第 3火曜日 

東日本区事務所 

国際・交流事業主任 

クラブ 

各部国際・交流事業主査 

・クラブごとの金額を、東日本区事務

所、国際・交流事業主任、部長、クラブ

にメールにて通知 

 

切
手
送
付 

   

使用済み切手納品書を添えて提出 

２月１５日締切 

 

買
取
金
額
通
知 

クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ 

金額をメールで通知 

 
各部の金額を 

送 

金 
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使用済み切手納品書  
 

 

送付年月日 年  月 日 

クラブ名  

会長名  

会長メールアドレス  

担当者名  

担当者メールアドレス  

 

送付切手重量 
日本切手 • ｋｇ 

外国切手 • ｋｇ 

 

 

各部国際・交流事業主査記入欄  

受け取り年月日 年  月 日

合計金額   円 

 

 

各クラブ会長は、必要事項をご記入の上、2 月 15 日迄に、 
 

こちらの用紙と切手を一緒に各部の国際・交流事業主査へ 
 

送付、あるいは手渡して頂きますよう宜しくお願い申し上げ 
 

ます。 

―２８― 



 

 

 

 

              クラブ 

              様 

出席日：    年   月   日 

 

このたびは、当クラブの会合にご出席いただき、ありがとう

ございました。 

あなたと交流の機会を得ることが出来、感謝いたします。 

今後とも、ワイズダム発展のために、ともに尽くしましょう。 

 

東日本区             クラブ 

会  長              

会合には出席第一 社会には奉仕第一 

ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

メ ー キ ャ ッ プ カ ー ド 



文書ワイズルール 

 

文書ワイズルールは以下のようになります。 

  

フォント  MS明朝 

半角英数字  センチュリー 

10.5ポイント 

余白    上下左右 20㎜ 

文字数   45 

行数    45 


