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2021-2022 年度 関東東部役員・クラブ役員名簿 

 

 

部役職 氏 名 クラブ名 

部  長 大澤 和子 所 沢 

直前部長 柿沼 敬喜 東京グリーン 

次期部長 工藤 大丈 東京ベイサイド 

書  記 利根川太郎 川 越 

会  計 東  裕二 所 沢 

地域奉仕・Ｙサ事業主査 青木 方枝 東京グリーン 

会員増強事業主査 金丸 満雄 東京ひがし 

国際・交流事業主査 吉田 公代 川 越 

ユース事業主査 衣笠 輝夫 埼 玉 

メネット連絡員 布上 信子 東京グリーン 

クラブ名 会 長 副会長 書 記 会 計 

東京江東 島田  徹 
大原 真之介 

駿河 幸子 
相川 達男 髙橋 由起江 

千 葉 古屋 朝則 
陶山 喜章 

石丸 隆章 
青木 清子 

廣田 光司 

柳井  惠 

東京グリーン 樋口 順英 
青木 方枝 

浅見 隆夫 
布上 征一郎 青木 方枝 

埼 玉 浅羽 俊一郎 上松 寛茂 水無瀬 隆造 小林 道明 

東京北 村杉 一榮 磯部 成文 小松 康広 磯部 幸子 

所 沢 東  裕二 小関 京子 大澤 和子 金本伸二郎 

東京ひがし 高野 真治 千代 一郎 金丸 満雄 須田 哲史 

川 越 吉野 勝三郎 松川 厚子 利根川 恵子 森下 千恵子 

茨 城 熊谷 光彦 稲本 修一 村田  淳 柳瀬 久美子 

東京ベイサイド 藤原 宏隆 小林 正輝 山口 孝裕 
岡田 光功 

飯田 裕基 

千葉ウエスト 高田 一彦 吉﨑  勇 内田 久昭 長尾 昌男 



２ 

2021-2022 年度  主題・スローガン 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

国際会長 キム・サンチェ（韓国） 

主題 “Ｙ’ｓ Men with the World” 

「世界とともにワイズメン」 

 

スローガン “Heal the World with Love & Dignity” 

「愛と尊厳で世界を癒やそう」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

アジア太平洋地域会長 大野 勉（神戸ポート） 

主題 “ Make a difference beyond the 100th” 

「100 年を越えて変革しよう」 

スローガン “Be healty!” 

「健康第一！」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東日本区理事 大久保 知宏 （宇都宮） 

主題 「私たちは次の世代のために何ができるか？」 

“Think for the next generation.” 

スローガン 「絆を深める時」 

“We are stronger together than we are alone.” 
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         2021-20212 度 関東東部部長方針  

                                             部長 大澤和子（所沢） 

部長主題：「私の地域から世界に広げよう青少年を支えるワイズの輪・和・ワッ！」 

 

活動方針 

青少年は未来の宝です。少子高齢化で、1 人の働き手（若い人）が 4 人の高齢者を支える時代になりま
した。けれども、我々ワイズメンズクラブのメンバーは支えられるのではなくて、支える側に立ちたいで
す。4 人のワイズメンが一人の青少年を支えると考えたらどうでしょう。年を重ねてもいつまでも元気で
いきいきと生活するためには、セルフエスティーム（自己有用感）を高めることだと思います。 

（若いパパママ、社会人、）大学生、高校生、中学生、小学生、幼稚園児や保育園児、障害のある人…。
私たちワイズメンは、そういう人たちを支えたい。年を重ね経験豊かなワイズメンは、若い方々から活力
を得て、一致団結して世界中の上記の若者を支えたいです。 

クラブを超えて、部を超えて、区を超えて、国を超えてワイズの輪を広げたい。自分を愛し、隣人を愛
し、地域を愛し、世界を愛するワイズメンでありたい。そうするとワッと驚く意義のある楽しいことがで
きるのではないでしょうか？ 

ワイズメンの女性比率は 20%、女性会員を増やし、女性の力をもっと発揮したいです。違った視点で、
YMCA を支える新しい取り組みが生まれるかもしれません。 

幸い、コロナのおかげで、私たちは、離れている人とも気軽に心をつなぐ方法を知りました。地域を大
切にしながら世界中に YMCA を支えるワイズメンの愛を届けたい!! 

 

活動計画 

1 三回の評議会や FB その他の様々な機会で、意義のある楽しい企画・取り組みを報告しあい、共有す
ることで、ワイズメンと、クラブのセルフエスティームを高める。 

   子ども食堂（川越・東京ひがし・所沢） 
  園服の寄付（江東・ベイサイド・所沢）→地域から世界へ 
  クリスマスおやつプレゼント（ＹＭＣＡ・夢はうす・joystudy・フードバンク） 
  神田川舟の会（東京グリーン） 

 
2 青少年をクラブに招くとともに、青少年の集まりに出かけて交流を図ることにより、若者からエネル
ギーを分けてもらい、クラブの活性化を図る。 

   ユースフォーラム 

   都市ＹＭＣＡプログラムへの支援 

     

3 女性が輝くワイズ風土を築きたい。 
   講演会  立教大学教授  萩原なつ子先生 

     「人生 100 年時代を生き抜くために今あなたにできること」 



  4 

４ ＥＭＣ活動に部・クラブが一体となって推進を図る。 
入会ツール（ソフト・ハード）を整え、各会員が広報マンとして覚悟を持って、あらゆる機会を見逃さ

ずクラブ行事への参加の呼びかけを行い、ワイズの姿を見てもらう。 
ノンドロップ策として、新入会員を対象に早く、広くワイズを理解して貰うため部大会、区大会等への

参加を促す。 
 
新クラブ設立を目指し、部として新たに候補地区を選定し、継続して順次設立準備を進めていく。 

 
５ ＹＭＣＡとのパートナーシップの更なる親交を目的として、双方が参加し易い協働プログラムの計
画・促進を図る。 
 各ＹＭＣＡの青少年対象プログラムに積極的に参加して、支える。 

     Ex  フィリピンピンワークキャンプ参加者発表会 

       スカラーシップ支援 

  
6 2021-2022 年度ウェルカムキャンペーン 

前年度に引き続き取り組む                      
（主旨）前期東日本区第２回役員会にて可決された「第６号議案：クラブ入会１年以内の会員や入会して
もらいたい会員に対して区大会の登録費を全額補助する。ただし、Ｃhange2022 運動と連動して 3 年間
とする。」に準じて部大会の登録費を３年間は入会１年以内の会員については部が原則全額を補助する。 
（補助対象者） 
   
「クラブ入会１年以内の会員」の定義は前期の部大会開催後から今期の部大会開催日の間に初めて入会
した会員とする。ただし、対象期間は今期に限り前期７月１日から今期の部会開催日までの間とする。 
（予算の引当） 
    今期部予算の繰越金予定額を引当金とする。 
    年間予算額：各クラブ 2 人/年×10 クラブ×6,000 円/人＝120,000 円 
 
 
7 今後の会議開催予定 (2021-2122 年) 
   7 月３１日（土）：第１回 評議会（オンライン） 
   10 月 2 日（土）：関東東部部会（日本キリスト教団武蔵豊岡教会 
   11 月 20 日（土）：第２回 評議会(東陽町ＹＭＣＡセンター） 
    2022 年 4 月 16 日（土）：第 3 回 評議会（次期部役員引継ぎ・研修会） 
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2021‐2022 年度 関東東部活動報告 

 

関東東部部長大澤 和子（所沢クラブ） 

 

今期の部長スローガンは「私の地域から世界に広げよう青少年を支えるワイズの輪・和・ワッ！」

として、地域活動を重視しながら仲良く楽しくワイズの輪を広げていこうということでした。Zoom を活

用して外国をはじめ遠くのワイズと繋がれたことはよかったことですが、リアルの活動に勝るものは

ないというのが本音です。 

 

（１）評議会 

7 月 31 日 Zoom による開催（37 名）と 4 月 16 日ハイブリッド形式による開催。（48 名）の 2 回の開

催。第 2 回評議会で、協議案「関東東部の部則並びに細則検討委員会を発足」することが承認さ

れた。 

 

（2）部大会 

10 月２日(土) オンライン開催 120 名の参加 

記念講演は「人生 100 年時代を生きる」立教大学萩原なつ子教授 

 

（3）リモート懇親会 

11 月 20 日 第 2 回評議会をリモート懇親会に変更。活発な CS 活動のクラブに学び、西日本区の

余島のキャンプ映像の紹介。各クラブのクイズを出し合ったクラブ紹介で楽しんだ。（30 名） 

 

（４）EMC 活動状況 

部会員数：4 月 30 日現在 132 名 

新入会員：千葉ウエストクラブ 1 名 所沢クラブ 4 名 千葉クラブ 1 名 合計６名 

 「EMC を考える集い」を開催：4 月 2 日 Zoom にてフレッシュメンバーをパネラーにして次期関

東東部部長工藤大丈さんの巧みな司会で行われた。47 名の参加。 

 

（５）ユース支援 

 ユースボランティアフォーラムオンラインで開催。報告会（江東クラブ） 

 SDGｓユースアクション支援 関東東部からは 1 チーム「NPO Salamato ＆ Phippines Sky Light 

Project」 推薦：埼玉 YMCA 所沢センター・所沢ワイズメンズクラブ 

 

（６）部長通信 

情報の共有化のため、部長訪問の様子や EMC 等について 6 号発行・ 
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クラブ公式訪問実績表 

 

クラブ名 月日 会議体 備考（同行者） 
東京江東 9 月 16 日（土） ハイブリッド  
千葉 9 月 18 日（土） Zoom 利根川書記、金丸 EMC 主査 
東京グリーン 8 月 18 日（木） Zoom  布上信子メネット連絡員 
埼玉 8 月 30 日（月） リアル 衣笠ユース主査 
東京北 11 月 16 日（火） リアル 40 周年記念例会 

青木 CS,Ｙサ主査 
所沢 7 月 10 日（土） ハイブリッド 金丸 EMC 主査 
東京ひがし 8 月 12 日（木） Zoom 金丸 EMC 主査 
川越 8 月 28 日（土） ハイブリッド インドハイデラバードとパキスタ

ンをオンラインで結び、大久保理
事、衣笠ユース主査 

茨城 8 月 6 日（金） Zoom  金丸 EMC 主査 
東京ベイサイド 10 月 24 日（日） リアル 金丸 EMC 主査 
千葉ウエスト 9 月 8 日（土） Zoom 利根川書記、金丸 EMC 主査 
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2021-2022 年度 地域奉仕・YMCA サービス事業主査活動報告 

        
主査  青木 方枝（東京グリーン）  

 
１．今年度の活動主題  
前年度と同様に「ワイズが地域と YMCA を繋ぐ架け橋になろう」としました。 

 
２．今年度の活動主題に対する主な活動報告 
 コロナ禍にあって、なかなか活動ができなかった。 

  各クラブが、それぞれの活動を順延したり、中止したりでしたが、小規模なが

らこども食堂、学校支援のための神田川クルーズ船、チャリティーウォーク etc
実施できた。中止した主な事業、延期した事業としては、陽春の集い、歌声広場、

ピースウォーク etc があります。 
コロナ禍にあっても、活発な CS 活動をありがとうございました。下記 4 クラ

ブに CS 事業援助金を支給いたしました。 

① 東京グリーンクラブ 「神田川舟の会」冊子の大幅改定 （3 万円） 

② 川越クラブ 「ワイワイ食堂」活動資金（3 万円） 

③ 東京ベイサイドクラブ「潮干狩りを通じて海の環境や生態系を学ぶ」活動資 

金（5 万円） 

④ 千葉ウエストクラブ 「夏見のおうち子ども食堂」プリンター購入（5 万円） 

 

３．主査の活動における問題点と対策 

 やはりコロナ禍にあって、各クラブを訪問できなかった。 
 

４．クラブや部に対する要望等 
  以前から何度も言われている様に、メンバーの減少と高齢化になりつつあり

ますが、順延した活動、中止した活動、実施できた活動をもう一度振り返って、

無理なく、楽しく、やっていけたら良いと思います。 
 

５．その他 
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2021-2022 年度会員増強事業主査活動報告 
                          主査 金丸満雄       

１．今年度の活動主題  
輪・和・ワで“＋１”（プラスワン） 

２．今年度の主題に対する主な活動報告 
・Change!2022 推進委員会の活動として、入会候補者を対象にワイズメンズクラブの魅力を紹

介する「ワイズナイトフォーラム(Zoom)」への参加、“動画でわかるワイズメンズクラブ”QR
コード付きカード活用等々の会員増強活動を推奨。 

・関東東部 EMC シンポジュームとして、４月２日「EMC を考える集い」を Zoom 開催。６人

の新入会者をパネラーに、“ワイズクラブに入会して思ったこと”等をテーマに、コーディネ

ーターによるディスカッション。～Ｅ：笑顔で Ｍ：もっと Ｃ：クラブ活動を！～ 
 

３．関東東部会員数の推移              （後期半年報より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．関東東部現勢（2021.7.1～2022.4.30） 
   

 

 
★入会者     

千葉ウエスト：水沼昭子さん(2021.8.21) 
所沢：小林茂和さん、小林恵子さん、小林 勉さん、宮地輝子さん（2022.1.15） 
千葉：山添 仰さん（2022.4.30） 

  ★退会者 
 東京グリーン：浅見隆夫さん（2021.11.11） 浅見クミ子さん（2022.3.31） 
 埼玉：小林道明さん(2021.12.31) 
東京ひがし：飯田歳樹さん（2021.12.31） 

     茨城クラブ：石橋光朗さん(2022.3.31) 
  ★休会者 
    千葉：廣田光司さん（2022.4.9） 

 2020 
7.1 

2021 
1.1 

2021 
7.1 

2022.1.1 直近 
増減 入会 退会 差引 

東京江東 22 22 21 0 0 21 0 
千葉 14 11 11 0 0 11 0 
東京グリーン 16 16 16 0 1 15 ▲1 
埼玉 8 8 8 0 1 7 ▲1 
東京北 12 12 11 0 0 11 0 
所沢 11 11 11 0 0 11 0 
東京ひがし 15 15 13 0 1 12 ▲1 
川越 10 10 10 0 0 10 0 
茨城 9 9 9 0 0 9 0 
東京ベイサイド 15 15 14 0 0 14 0 
千葉ウエスト  8 8 1 0 9 1 

計 132 137 132 1 3 130 ▲2 

入会 退会 休会 差引 2022.4.30 
6 5 1 0 132 

クラブ名 
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2021-2022 年度「関東東部 EMC を考える集い」報告 

会員増強事業主査 金丸満雄 
4 月 2 日(土)14 時より、関東東部会員増強事業の集いを昨年に続いて、“Ｅ：笑顔で、Ｍ：もっと、

Ｃ：クラブ活動を！”の合言葉で今期も ZOOM にて開催した。今回はフレッシュワイズメンをパネ
ラーに、“ワイズメンズクラブに入会して思ったこと”をテーマに、大原真之介さん(東京江東／2019
年 5 月入会)、宮地輝子さん(所沢／2022 年 1 月入会)、千代一郎さん(東京ひがし／2017 年 5 月入
会)、生川美樹さん(川越／2019 年 11 月入会)、飯田祐基さん(東京ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ／2019 年 8 月入会)、岡
田裕三さん（千葉ｳｴｽﾄ／2020 年 10 月入会）以上 6 名をパネラーに、コーディネーター工藤大丈さん
（次期関東東部部長）の巧みなリードで、ワイズ入会のきっかけ、ワイズ活動の感想、ワイズに入会
して良かったところ悪かったところ等を問いかけ、そして参加者も加わったディスカッション形式
で進められた。ワイズ活動を通じ感じた事、ワイズに必要な事、会費の使用目的等々ワイズ活動に建
設的な意見があり、会員増強活動のヒントとなり励みとなる有意義な EMC を考える集いであった。 

最後に柿沼敬喜直前部長よりの講評と、工藤大丈次期部長の閉会挨拶で 16 時 10 分閉会した。 
 
 
≪参加者４６名≫ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

東日本区（6 名） 

栗本治郎 change2022 推進委員会委員長（熱海） 

伊丹一之 change2022 ニュース編集長（東京むかで） 

 板村哲也（直前東日本区理事） 

 佐藤重良（次期東日本区理事） 

伊藤幾夫（東京多摩みなみ） 

 千葉裕子（鎌倉） 

関東東部（9 クラブ：40 名） 
東京江東クラブ 7 名 
千葉クラブ 4 名 
東京グリーンクラブ 4 名 
埼玉クラブ 3 名 
所沢クラブ 4 名 
東京ひがしクラブ 7 名 
川越クラブ 2 名 
東京ベイサイドクラブ 3 名 
千葉ウエストクラブ 6 名 
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「関東東部 EMC を考える集い」事後アンケート回答集約 

2022 年 4 月 2 日 ZOOM 開催 
出席者：46 名（部内 40 名、部外 6 名） 

 
＝EMC を考える集い全体についての評価（24 件の回答）＝ 

・とても良い･･･８人（33.3％） 
・良い 1･･･１2 人（50％） 
・普通･･･2 人（8.3％） 
・もう少し･･･2 人（8.3％） 
・悪い･･･０（0％） 
★上記質問で「もう少し」「悪い」と答えて頂いた方、具体的な改善ポイントは何か。 
・パネラーとコーディネーターだけで議論を深めておいた方がより良い議論になったと思う。又、事前 

のワークショップではこのような問題が提起されたというようなスタートが可能。 
・ミュートの徹底 
・たくさんの参加者がいて良い会だったと思います。 
・成功事例もより具体的に深堀していき、成功勧誘パターンを具体的に仕組化する必要がある。また、 
 西日本の事例も交えることも必要だと感じる。 
 

＝メインのパネルディスカッションの評価（24 の回答）＝ 
・とても良い･･･10 人（41.7％） 
・良い･･･13 人（54.2％） 
・普通･･･1 人（4,2％） 
・もう少し･･･0（0％） 
・悪い･･･0（0％） 

   
＝ＥＭＣを行っていくために必要なポイントはどこにあるか選択。複数回答可。（24 の回答）＝ 

１）若い世代へのワイズ活動対外発信・アピール…19（79.2％） 
２）ボランティア活動の具体的なコンテンツ内容対外発信…20（83.3％） 
３）会費等の金額検討、徴収に関しての再検討… 9（37.5％） 
４）ワイズメンズの例会フォーマットの見直し…4（16.7％） 
５）奉仕活動時間以外の負担のスリム化…9（37.5％） 
６）会員獲得へ向けての具体的な勧誘ツール、フォーマット開発…5（20.8％） 
７）ＥＭＣへの資金的予算的な増額等…2（8.3％） 
８）その他…5（20.8％） 

★上記質問でその他を選択の方、具体的に内容を記載ください。 
・YMCA 職員とウィズでない YMCA 会員への、ワイズからのアピール 
・楽しい活動の充実 
・入会を勧めるにあたって会費が高いことがネックとなっています。区費、部費の事業費の見直しをし

て、会費が少なくて済むようにした方が良いと思います。 
  入会して数年経つとクラブ内だけでなく区や部の役員の話が出てきます。奉仕活動がやりたくて入 
  会したのに役員をやりたがる人が少ないので、やらなければいけない状況になって困ってます。区

と部を通して役員の負担を減らして欲しいです。 
・高齢化しているクラブへのテコ入れが必要。会社と一緒で若手の新人クラブメンバーを増やすこと 
 が最大の目的であると思います。また、８：２の割合で２割を若いメンバーを取り入れる施策が必須

であり、それをするためにはファミリー層・学生層の勧誘が必須である。 
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＝今日のイベントで、自身のクラブに活かせるポイントや気付いた事があれば、自由にご記載ください。＝ 
・他クラブの CS 活動を知ることができました。 
・6 人の新入会員のお話を聞いて、ワイズへの想いには個性がありました。EMC も画一的な方法では 
 なく、個人の持ち味を生かした勧誘方法を取ることによって、共感を広げていくことが出来て、会員 

増強につながるのだと思いました。 
・幼稚園との結びつき強化は有効 
・パネラーの方々のお話をお聞きし、世代、入会経緯、抱負、目的、モチベーション等すべて違う方々 
 だということで、新鮮味を感じ、たいへん勉強になりました。今後も会員が増えていくとき、受け入 

れる側の我々は、今まで以上に、新人会員を受け入れる包容力を持ち、「日常五心」を持たねばなら 
ないと思います。 

・ワイズとしての国際交流の経験をシェアしたい 
・卓話、リアルなボランティア活動こそ、重要。 
・具体的な活動へのもう一歩の踏み込みが必要と感じた。 
・「ワイズはこうあるべき」というより色んな思いや考え方があって良いという認識になっていくと良 
 いです。 
・実態として千葉クラブは EMC にそれほどエネルギーを費やしておらず、むしろ千葉クラブらしい例 
 会をきちんと続け、地道に長く続けられそうな CS 活動をはやく再開することを第一としています。 

その結果として千葉クラブの活動に興味と理解を示してくれる人を広げていきたいと考えています。 
・クラブ活動に魅力がないと、人は入ってこない。コロナ禍で活動は制限されるが、人を惹きつけるに 
 はどうしたらよいかを常に考えていくことが大事だと感じました。 
・園児保護者の方々がワイズメンズクラブにもっと親しみを持っていただけるよう様々工夫をしてい 
 くことの大切さ。 
・若手のメンバー人材の加入を考えいているが、なかなか難しい。 
 

＝その他、ご感想ありましたら、自由に記載ください。＝ 
・コーディネートお疲れ様でした。とても素晴らしい仕切りでした。 
・今日は参加させて頂きありがとうございました。入会して初めて同じ立場の方に、お目にかかりまし 
 た。仲間がいることを認識出来て良かったです。今後ともよろしくお願いします。 
・多くの会員に会員増強の意識を理解いただきこと 
・きょうの集いに参加し、ワイズの会は、良い方たちが皆のため、地域のため奉仕しようとしている方 
 たちの集まりであることを、一層実感しました。有意義な会でした。ありがとうございました。 
・有難うございました。ワイズと YMCA、また他の団体などとの連携により、より広い活動ができる 
 のではないかと思いました。 
・パネル司会者の巧みな進行がパネラーから数々の貴重な提言を引き出した。 
・とても良い進行だったと思います。ミュートが徹底できなかったりハウリングが起きたりと ZOOM 

  の難しい部分もありました。 
・シニアクラブには絶対にしてはいけない団体です。もっと、活性化させるためには全クラブが、同じ 
 テーマでボランティア活動をすべきである。 
・勧誘そのものを目的とするのではなく、普段のワイズ活動の結果がＥＭＣにつながる、という考えか 
 たは、消極的ではあるものの、最もしっくりきます。ベイサイドの方の発言に賛同するワイズメン、 

特に若い方に多いのでは、と感じました。 
・コロナ禍にあって、新しいメンバーの方々にプレゼンをしていただいたことは、とてもよかったと思 
 いました。 
・ワイズの活動が老人クラブ化してはいけないと話しがでたが、自戒として私は受け止めた 
・大澤女史の、「笑顔で・もっともっと分かち合いたい・クラブ活動を楽しむ」EMC 本当にそう思いま 
 す。楽しんで奉仕できると幸せです。 

みんなが持てるものを出し合って働き人になれるといいですね。 
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2021-2022 年度 国際・交流事業主査活動報告 

        
主査  吉田公代           

１．今年度の活動主題  
  私の地域から世界に広げよう青少ズの輪・和・ワッ！ 
 
２．今年度の活動主題に対する主な活動報告 

   今年度も各種献金にご協力を頂きました。 
   各種献金額 

BF    175,000 円 
        TOF    128,050 円 
        RBM   165,600 円 
        YES     52,250 円 

 
３．主査の活動における問題点と対策 

   今年度もコロナ禍にあり、活発な活動は出来ませんでした。 

 その中で、ＺＯＯＭを使った川越クラブと IBC アメリカセーラムクラブとの 

 交流がありました。（8 月、12月） 

 12 月に行われた例会の様子です。   

  

４．その他  
使用済み切手の回収 

通信の手段は今や電子メールが主流になっており、また、郵便物でも切手を貼った郵便

物が減少してきています。今年度の使用済み切手の回収は川越クラブのみでした。凡そ、

300g ほどです。 
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2021-2022 年度 関東東部ユース事業活動報告 
 

2022 年 6 月 15 日 
                      ユース事業主査 衣笠輝夫（埼玉） 
１．今年度の活動主題  
  ユースのワイズメンズクラブをつくろう！  

 

 

 

 

 
 
 
 
２．今年度の主な活動報告 
 (1)ユースのグローカルクラブ設立：コロナ禍にあって会議が開けず、進んでいない。宇都宮Ｙ

ＭＣＡ・ワイズも同様。今後目標１クラブ設立に向けて活動したい。 

（2）2021-22 年度第 33回ユースボランティア・リーダーズフォーラム（ＹＶＬＦ）実施。  

   2021 年 9月 11日～12日に初めてオンライン形式で開催された。 

相磯実行委員長（沼津）、主管 YMCA（横浜 YMCA）、参加リーダー（30 名）、カウンセラー

（6名）、参加ワイズ（18名）、講師（平良愛香牧師） 

(3) アジア太平洋地域ユースコンボケーション（ＡＹＣ）実施。 

2021 年 8月 7日（土）と 8月 8日（日）いずれも14:00～18:00、オンライン形式。 

(4)第６回ユース事業委員会（2022 年 3月 18 日）開催。 

  1)次年度の第34回 YVLF 日程：2022 年 9月 30日（金）～10月 2日（日）決定。  

    於：東京YMCA 山中湖センター 主管 YMCA：東京 YMCA 山手センター 

2)次年度ユース事業委員会構成メンバー 

事業主任：衣笠輝夫（埼玉）、事業主査：宮﨑善昭（北海道部）、長岡正彦（北東部）、 

衣笠輝夫（関東東部）、城田教寛（東新部）、小口多津子（あずさ部）、鈴木茂（湘南・ 

沖縄部）、平野正文（富士山部） 

委員：相磯優子（沼津）、渡辺大輔（東京武蔵野多摩）、城田教寛（東京町田スマイ 

グ）、山本剛史郎（川越） 都度依頼（川口夏菜子東日本区ユース代表） 

(5)ＳＤＧsユースアクションの支援 

今年度から始まったＹＭＣＡ・ワイズパートナーシップ委員会主催の東西日本区含めたプ

ロジェクト。昨年11月から募集が始まり3月 6日の審査会で10チームが選考された。 

関東東部から１チーム：チーム名：「NPO Salamata＆Philippines Sky Light Project」 

内容：ともに希望の絵本・ともに奏でる教科書・海を越えて届ける！  

東日本区からの支援金：200，000円   

推薦：埼玉YMCA 所沢センター及び所沢ワイズメンズクラブ 

   2023 年 2月 4日～5日の東西日本区交流会で発表される。 

(6)次年度ユース事業委員会活動予算の原資 

  第 34回ＹＶＬＦ：20,000 円／クラブ 復活 

  ＹＩＡ（ユース活動支援）：500円／人 × 東日本区人数  約 30万円 

(7)東日本区大会の画期的ユースアワー参加（代議員会の時間と重複しないよう開催された）  

３．主査の活動における課題 
ＳＤＧsユースアクションのチーム活動にどうワイズが寄り添い伴走できるかが試金石。 

  ＥＭＣ活動及びユース事業活動からどのようにしてグローカルユースクラブを設立するか。 
                                        以上 

（１） 国際協会が推奨しているグローカルクラブ制度を活用し、ＹＭＣＡのリーダ 

ー（現役・ＯＢＯＧ社会人）主体のワイズメンズクラブをつくる。 

（２）グローカルクラブ制度の研修・情報共有とメリット・デメリットの検討。 

 （３）関東東部に所属している東京ＹＭＣＡ、千葉ＹＭＣＡ、茨城ＹＭＣＡ、埼玉 

ＹＭＣＡと協働し、新しく若いワイズメンズクラブを作る。目標１クラブ。 

 （４）既に発足に向けて準備中の宇都宮ＹＭＣＡ・宇都宮ワイズの動向を注視して、  

 新しいクラブの目的、対象者、会費等を検討する。 
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2021-2022 年度  ワイズメネット連絡員報告 

 連絡員 布上信子（東京グリーンクラブ） 

 
以下、東日本区メネット委員長の方針通りに連絡、活動をいたしております。 

 

         
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2021-2022 年度東日本区ワイズメネット委員会方針 

ワイズメネット委員長 澁谷実季（所沢） 

１．事業主題 

 主題：「ワイズメネットの強みを活かそう－新たな可能性を求めて」 

 

 今年度は、昨年度と同様に東日本区におけるワイズメネットの働きをまとめ、その働きの強みを

活かし、区としてワイズメネットの働きの可能性を検討していきたい。また、国際のワイズメネットの

マニュアルを読み解き、又アジア太平洋地域におけるワイズメネットの働きについて知り、私たち

の新たな可能性を求めていく。ワイズメンズクラブに連なるすべての人にワイズメネットの理解を深

めていただけるように働きかけていきたい。 

 

２．事業計画 

（１） プロジェクト ： ワイズメネット献金により実施 

    ① 国内プロジェクト 

      ・YMCA 施設へ絵本を贈る運動 

      ・東日本大震災復興支援 

    ② 国際プロジェクトの支援（継続）及び国際登録費を国際本部に送金 

      ・TOF プロジェクトの支援（ウクライナ・ザポリツジィアでの「脆弱な子供たちが健康的な 

       ライフスタイルを普及促進していく手段としてのスポーツと非公的教育」プロジェクト） 

 

                  ------------------------------ 

 

 ＊東日本区澁谷実季メネット委員長より 「国内・国際プロジェクトへの献金のお願い」という 

   振込みの依頼（２月）がありましたので関東東部の各クラブ会長の皆様に転送させていただ 

   きました。  

 

以上 
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2021-2022 年度東京江東クラブ活動計画（中間報告） 

会長 島田徹 
 

会員数  21 名 
例会日時 毎月第 3 木曜日 19 時～21 時 
例会場所 江東 YMCA 幼稚園３階 
 

１ 会長主題  

ワイズメンよ！今 1 人 1 人考え､出来ることを実行しよう! 

2 今期の目標・活動計画 

 期首の予想通り、コロナによる蔓延防止措置が長引き、ハイブリッド例会が多くなったが、 
その合間に、クリスマス祝会と、お花見例会は、ゲストの参加もあり予想以上に盛会になっ
た。まさしく幼稚園のスタッフによるお誘いや、役員からの声掛けが功を奏した。 
ワイズガーデンの一部にチャイルドガーデンを園児たちとチューリップの球根 2000 個植え
たものが今楽しめます。 

3 クラブにおける問題点・その対策、戦略 

 メンバーの高齢化が問題であり、新メンバー増強が一番であるが、今亡くなったメンバー
のご子息や、現メンバーのご子息､他あたりを付けた方たちが、入ってくれれば安心だが 
4 月か、5 月には 2 名はいけるのではないかと、皮算用しています。 

4 ゴール 

 例会がハイブリッドの場合は、集まりが悪いのは、しようがないかと思うが、 
今後リアルな例会ができるようになることと、仕事が忙しいメンバーには土曜日に 
例会を行うことで出席率は相当上がるのではないかと提案しようと思います。 

5 その他 

 新型コロナ禍が収まらない状況では、屋内での飲食は避けたい。気候の良い季節には屋外
での例会を行いたい。（昨年から始めたお花見例会はとても楽しかった） 
幼稚園の行事に参加して仲間となり、勧誘することがいいのかと思いますが、 
やはり、熱海クラブのようにステータスのあるワイズにすることが重要だと思います。 
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2021-2022 年度 千葉クラブ活動報告 

 
会長 古屋 朝則 

 
1．会長主題 広げよう、奉仕の心、意義ある活動 
2．今年度の主題に対する主な活動やトピック 
①8 月例会を、8 月 21 日千葉ウエストと合同で行う予定がコロナで中止となったの

で、8 月 14 日に所沢クラブとハイブリッドによる合同例会で行った。この例会で大

澤和子関東東部長の公式訪問の会とさせていただいた。 
②9 月 11 日の例会で、戦後に婦人保護施設を始めたのが、現在は広く総合福祉とな

って活動している「望みの門」全体の歴史と現状、その活動について、望みの門学

園施設長の田尻隆氏からお話を聞いた。 
③10 月 16 日に船橋教会で行われた千葉ウエスト創立一周年記念会に親クラブとし

て参加した。 
④11月 16日に千葉本町教会の羔幼稚園で行われた千葉ＹＭＣＡ創立 50周年記念に、

コロナで限られたメンバーではあったが参加した。 
⑤11 月 13 日の例会では、その年の 3 月に東金教会牧師を隠退された中村征一郎先生

から、戦後再来日して宣教活動を継続された宣教師の活動、その宣教師の住居を現

在中村先生自身の住居としている経緯、その旧宣教師館で礼拝を始めていること、

東金教会と教会幼稚園、についてお話を聞いた。 
⑥12 月 11 日の例会で

は、日本レスリング協

会職員の武田明子氏

「レスリング世界選手

権とオリンピックを終

えて」、もなみ園々長鈴

木直之氏「もなみ園の

近況」のお話を聞いた。

（写真） 
⑦1－4 月の例会は、この 3 月から 4 月に、千葉 YMCA の総主事とワイズ担当主事が

共に新しい人になるので、旧/新の主事から年度計画も含めてお話を聞く。 
⑧2 月の例会は、千葉クラブも 5 月に 50 周年を迎えるので、青木一芳氏から「千葉

クラブ 50 周年記念の年」と題したお話を聞いた。 
3．クラブにおける問題点と対策、各事業への取り組みと課題 
①現会員が高齢化と壮年会員の多忙によって、会員増強は覚えていて努めるべきこと

であるが、それよりも現会員による活動が十分に行われていないように思われる。 
②現会員が、各自が出来るクラブ活動に参加するように努める。 

 
以上 
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2021-2022 年度東京グリーンワイズメンズクラブ活動報告 
会長  樋口 順英 

1．会長主題：力まず、愉しく、安全・安心 
  
2．今年度の主題に対する主な活動やトピック 
  例会は Zoom 中心、CS 事業「神田川船の会」は 2 年半ぶりに復活！ 
1) リアル例会開催：４回（東陽町 YMCA ホール） 

・ 11/17：卓話「声だし健康法と外郎売」（氷室 幸夫 講師） 

・ 12/15：浅見メン偲びクリスマス例会（11/10 浅見隆夫メンご逝去） 
・ 5/18：久々のリアル例会、和やかに懇談を 
・ 6/15：１年の振り返り 

2) ZOOM 例会開催：８回 
・ 7/21：キックオフ例会卓話「ＳＤＧｓ」（上條 直美 講師） 

・ 8/18：納涼例会「EMC 推進」 
・ 9/15：｢パラリンピック・ボランティア報告｣(佐野メン) 
・ 10/13:｢神田川船の会｣再開打合せ 
・ 1/12：オンライン｢新年会｣ 
・ 2/16：新シリーズ「私の散歩道」（第１回 三鷹） 
・ 3/16：｢神田川船の会｣５月開催打合せ 
・ 4/20：「神田川船の会」直前会議 

3) CS 事業の実施 
・10/14：千代田区立昌平小学校「課外船上授業」実施 
・10/23：神田川船の会、２年半ぶり再開（秋の特別乗船会） 
・5/14 ：神田川船の会、雨天中止 
・6/ 3 ：田園調布学園高等部「船上学習」３年ぶり再開（２１０名） 

 
3．クラブにおける問題点と対策 
  ・例会の昼間開催が多くなり、出席メンバーが固定化傾向にあります。 

・楽しい企画で活動を盛り上げたい。 
 
4．各事業への取り組みと課題 

・「神田川船の会」マネジメント見直し改善 
・学校、地域イベントへの取組を図りたい。 

 
5．その他（クラブの活性化の PR 等） 

楽しいことをたくさんやると楽しくなる 
 
 
★おかげさまで、「最優秀クラブ賞」を初受賞しました。ありがとうございます！！ 
 



  １８ 

2021-2022 年度埼玉クラブ活動報告 
    会長 浅羽俊一郎      

1．会長主題 
 「地域と繋がろう・地域に知られよう」 

2．今年度の主題に対する主な活動やトピック 
 従来の活動に加えて、地域活動拠点「き咲きてらす」を当クラブの例会会場のひとつに加えて 
 地域からの来館者にワイズを紹介する。メンバーは外部との接触をワイズにつなげる。 

3．クラブにおける問題点と対策 
 クラブの担い手が高齢化し働いている現役もいる現状で、活動時間を日中と夜間に分ける必要   
 が生じ、午後 2 時からの月例会と午後 7 時からの「よる談会」（食事と親睦）が定着。60 代以 
 下の勤め人には堅苦しくない「よる談会」でワイズの雰囲気とメンの人柄に親しんでもらう。 

＊ 今期、衣笠メンが区書記の重責を担ったが、クラブとして支えきれなかった。 
4．各事業への取り組みと課題 
・ 会員増強：奉仕と交流に参加したいが会費を収めるのが難しいという人を会友（会費無用・

随時寄付可）として受け入れ、まず活動に親しんでもらう。会員の努力が大切。 
・ 国際・交流：例会の卓話にマレーシア在住の日本人の女性から現地での生活について話を聞

いた。地域住民の国際理解に貢献した。今後地域在住の外国籍の人たちと繋がりたい。ワイ

ズの国際性を少しずつアピールしていきたい。 
・ 地域奉仕：浅羽が始めた地域活動「き咲きてらす」を当クラブの支援活動のひとつと位置づ

け、ここでの例会・活動を通して地域との繋がりを広げたい。ワイズ宣伝に活かしたい。 
・ ユース：クラブメンバーが個人的にユースと接点を持つことから始めたい。YMCA の若い

職員との交流も深めたい。 ユースをゲストとして招く活動はメン全員がユースと関わる姿

勢が必要。無理してもダメなので方法を考える。（YMCA と相談しながら、地域で活動して

いるユースとの交流をも検討したい。） 

5．その他（クラブの活性化の PR 等） 
・ 地域の市民活動にちょくちょく顔を出し、ワイズを伝える。（カードを活かす。） 
・ 目立つイベントを年に数回企画する。「き咲きてらす」をワイズの宣伝に生かす。 
・ ゲストへの丁寧で温かい対応とフォロー。 
・ クラブ案内になるブリテンを作りたい。 

 

 
 
 
 

以上 

紙面づくりにメンバーが協力し、メンバー以外

の原稿も掲載。写真も増やした。これからも

“読ませる”ブリテン作りを心がけたい。 

5 月 28 日は川越・所沢と３クラブの合同例

会。川越在住の野村路子さんの卓話と「テレジ

ン収容所の幼い画家たち」展を開催した。人が

増え、女性が加わると雰囲気が華やぐ。 



  １９ 

2021-2022 年度 東京北 クラブ活動報告 
 

会長 村杉 一榮   
 
1．会長主題 

  村杉一榮会長 主題：「元気をだして 楽しく！」 

 
2．今年度の主題に対する主な活動やトピック 
 
活動報告： 

 ○第 592 回（7 月）～第 594 回（9 月）コロナ禍にて中止 

 ○第 595 回（10 月）対面開催 

   4 月以来、久々に開催、40 周年記念誌について協議 

 ○第 596 回（11 月）対面開催 

   40 周年記念例会として、齊藤實氏（東京北クラブチャーターメンバー・

YMCA 史学会理事長）より、「東京北クラブが歩んだ 40 年」として設

立の経緯から貴重なお話をいただいた。 

 ○第 597 回（12 月）対面開催 

   クリスマス例会として、篠田真紀子牧師（日本基督教団浅草教会）よ

り、クリスマスメッセージをいただき、その後、祝会を実施した。 
 〇第 598 回（2022 年 1 月）対面開催 

   40 周年記念誌について協議 
 
5．その他（クラブの活性化の PR 等） 
 
＊2021 年 1 月、40 周年を迎えたがコロナ禍にて、記念祝会などは自粛、機会

をうかがってきたが思うよう  

 なお祝いの会は叶わなかった。現在、40 周年記念誌として、その“あゆみ”

をまとめている。 

 
東京 YMCA 会員活動への参加、そして、社会福祉法人 興望館（墨田区）や清

泉女子大学 YMCA との交わりを大切にしながら、今後も楽しく活動できるよ

うにしていきたい。 

 



  ２０ 

2021-2022 年度 所沢 クラブ活動報告 
会長  東 裕二    

1．会長主題 
「つづけていこう」 

2．今年度の主題に対する主な活動やトピック 
今年１月に宮地輝子さん、小林勉さん、

小林茂和さん、小林恵子さんの４名の新

入会がありました。金丸会員増強事業主

査にも出席していただきハイブリット

型の入会式を行いました。 

３月２５日（金）ウォーキングイベント

を行いました。新入会のメンバー、地域

のお友達、関東東部を超えて甲府２１ク

ラブ、町田スマイリングクラブ、東京サ

ンライズクラブの方、合計１９名が参加

して、霞川沿いを歩き、旧石川組製糸西

洋館、武蔵豊岡教会を見学しました。 

またこの日は Week４Waste プロジェク

トとして街のごみを拾いながら歩きま

した。 

3．クラブにおける問題点と対策 
少人数のクラブ運営で苦労するところ

もありますが、新入会者もいますのでみ

んなで協力しながらやっていきたいで

す。 

4．各事業への取り組みと課題 
小さなイベントなど少しずつできるよ

うになってきたので、協力できるメンバ

ーと地域の方々と一緒に無理なく活動をしていきたい。 

5．その他（クラブの活性化の PR 等） 
・埼玉 YMCA の特別支援教室の子どもたちを支援するための狭

山茶の販売 

・フードロスを無くすフードバンクを支援する目的で例会時

にフードドライブを開催 

・颸埜扉（精神障害のある方を生活支援する団体）を応援する

意味で、売り上げが落ちているクッキーをワイズで購入し、例

会参加者にお土産としてあげる。 



  ２１ 

2021-2022 年度東京ひがしワイズメンズクラブ活動報告 

 
会長 髙野眞治  

 
1．会長主題 

「摂取不捨」～えらばず、きらわず、見捨てず～ 
2．今年度の主題に対する主な活動やトピック 
・新型コロナウィルスが収まらない中での例会開催 

７月例会（総会） 
８月例会（Zoom にて納涼例会）大澤和子関東東部部長公式訪問クイズ王決定戦 
９月例会（Zoom）講師例会 東京 YMCA 会員部主任主事中里敦氏 
10 月例会（Zoom）講師例会 熊本 YMCA 総主事光永尚生氏 熊本城の復興状況 
11 月例会（Zoom）所沢クラブとの合同例会 子ども食堂の取り組み  
12 月例会（クリスマス例会） ゲーム大会 
１月例会（新年例会） 飯田歳樹メンをしのぶ会 

 
12 月に亡くなられた飯田メンを偲ぶ 
例会には、コメットが遺影とともに出  
席され、みんなと思い出を語った。 
 
 
 
 

 
２月例会（Zoom） 講師例会 「人工衛星と私たちの暮らし」 

小林 勉氏（所沢クラブ） 
３月例会（Zoom）画像で巡るピースウォーク＆ピースウォークの思い出 

・その他 
10 月 31 日 東陽町農園で栽培した里芋の収穫祭。ゲストを招待して芋煮会を実施。 
下町こどもダイニング 新型コロナ感染防止のため配布とした。 

 フードパントリーの配布作業 
3．クラブにおける問題点と対策 

問題点 メンバー増員 
対策  対面での例会開催時にゲスト招待 
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2021-2022 年度 川越 クラブ活動報告 

 
会長 吉野勝三郎         

 
1．会長主題 
  自クラブの活動への参加と併せて、部・区・国際などの活動にも積極的に参

加しよう！ 
 
2．今年度の主題に対する主な活動やトピック 
 １）メンバーが１０名という少数のクラブながら、部役員２名、区役員３名、

国際役員１名を輩出し、その他のメンバーの後方支援もあり、自クラブ

活動以外にワイズ運動の発展に貢献した。 
 ２）Zoom の普及により、アメリカ・オレゴン州の Salem Club との IBC 交流

が、８月と１２月の回行われ、相互理解と友好を深めた。ブリテンの交換

も定期的に行われた。 

 ３）「アースディ・イン・川越」や「わいわい食堂」（子ども食堂）の実施にあ

たり、地域の他団体と協働して、奉仕活動を推進した。 

 ４）今年度から古書を寄付していただいて、読みたい方に持ち帰っていただ

く「古書再読」という活動を開始した。最初販売を考えたが、古物商の許

可を取る必要があることから、古書を無料で提供し、YMCA の青少年事業、

特別支援教育事業をサポートするという趣旨に賛同していただける方は、

古書の代わりに寄付をしていただくこととした。今年度は、コロナ禍の

ため、イベントがすべて中止になったので、Facebook に古書のリストを

掲載するのみに留まった。 

 

3．クラブにおける問題点と対策 
  川越クラブの課題は何と言っても会員増強である。例会の充実や他団体との

協働でワイズメンズクラブの存在をアピールするなど、いろいろ努力をして

いるが、会員増強につながっていない。もっと、メンバー一人一人が自分事

として捉え、メンバーを増やす努力が求められる。 
  

4．各事業への取り組みと課題 
 １）地域奉仕・YMCA サービス事業 

   ・「アースディ・イン・川越」「わいわい食堂」への参加により、地域奉仕事

業を行った。また、４月例会の中で、地域の歴史を学びながら、

「Week4Waste」の一環としてゴミ拾いをする予定である。 

・「紅あかチャリティ販売」、「チャリティ・ラン」への参加に加え、「古書
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再読」事業の開始により、YMCA サービス事業の充実を図った。 

・今年度はコロナ禍のために、地域奉仕事業も YMCA サービス事業も十分

な活動にはいたらなかった。来年度に期待したい。 

 ２）会員増強事業 

   例会の卓話に、デジタル・トランスフォメーション、カーボン・ニュート

ラルの実現、海外日本人学校の様子、オリンピック・ゴルフ競技について

など、幅広い内容を取り入れ、できるだけビジターもお招きしているが、

入会には至っていない。メンバー一人一人がもっと積極的に声がけなど、

必死になって取り組む必要がある。 

 ３）国際・交流事業 

   ・DBC・北九州クラブとの交流は、北九州の IBC であるネパール・ルンビニ

クラブとの協働事業として行った「Voice of Youth-English Speech 

Contest on SDGs」や「北九州・ルンビニ・日本文化センター」設立事業

の TOF への応募を支援したり、相互に例会に参加したりと交流を深めて

いる。 

  ・IBC・Salem Club とはブリテンの交換、Zoom によるオンラインミーティン

グの実施と友好が深められている。 

  ・インド・ハイデラバード・クラブから IBC 提携の申し出でがあったが、

提携の目的が双方で一致せず、今回はお断りをした。 

 ４）ユース事業 

  ・成人したボランティアリーダーを例会に招き、お祝いの記念品贈呈し、懇

談を通して将来への激励をした。 

 

5．その他（クラブの活性化の PR 等） 
 ・来期は利根川恵子ワイズが国際議員・次期アジア太平洋地域会長となるの

で、推薦したクラブとしてサポートをしていく予定である。 
 ・「紅あかチャリティ」「いも菓子販売」に加えて、タイ・北部山岳民族のアカ

族が栽培するコーヒーの販売を行い、アカ族の教育の充実を支援するとと

もに、クラブのファンド増強に資することにした。Y-Forest Coffee（Y の森

コーヒー）と名付けられたコーヒーはとても評判がよく、Ⅰ箱２０袋が短

期間で売り切れる状態である。 



  ２４ 

2021-2022 年度 茨城 クラブ活動報告 

 
会長 熊谷 光彦  

 
1．会長主題 

 「もう一度みんなで集う場所をつくろう」 
 
 

2．今年度の主題に対する主な活動やトピック 
 茨城 YMCA 新拠点「みどりの本館」の整備に協力しています。 
 「茨城 YMCA チャリティーゴルフ」の開催に協力しました。 
 「茨城 YMCA チャリティーラン」の開催に協力しました。 

 
 

3．クラブにおける問題点と対策 
 問題点：活動ポテンシャルの低下・停滞を感じます。 
 対策：会員増強が最も大きな対策になりえると考えられます。 

 
 
 

4．各事業への取り組みと課題 
 取り組み：マイナス要因の中、現在の茨城クラブとしてせいいっぱいの対

応をしてきたと思います。 
 課題：やはりコロナ禍の影響が最大と思われます。今は急いで行動を起こ

すよりも考えるとき・辛抱するときなのかもしれません。 
 
 

5．その他（クラブの活性化の PR 等） 
 毎月のブリテン発行と例会開催（たとえリモートであっても）だけは維持

したく思います。 
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2021-2022 年度  東京ベイサイドクラブ活動報告 
会長 藤原宏隆 

 
1 会長主題 
「子供たちの未来のために、ベイサイドだからできることを。」 

サブテーマは、「地域の輪から世界の輪へ！」 

 昨年同様に我々は変わらないコンセプトのもと活動し、 

さらに地域の輪から「世界の輪へ」と活動の場を広げていきます。 

 

2 今年度の主題に対する主な活動やトピック 
 ほとんどリアルな活動ができなった１年となります。 
 いままでは、 
しののめ YMCA こども園のサポートと地域のこども達のために活

動していきます。 

コロナ前の「エポックメイキングな活動」としては、2 つありま

したが、コロナ明けはこの活動をさらにドライブしていきます。 

 

１つめは、YMAC の子供たちの古着制服をカンボジアの子供たち

に送る活動「制服プロジェクト」です。この活動の注目すべきと

ころはワイズメンが自ら実際にカンボジアへ届けるという熱意

ある行動です。子供たち同士も動画メッセージで繋がるという

感動ある活動です。 

 

２つめは、湾岸エリアの「湾岸海苔の育成」です。豊洲市場関係

者、大学関係者、商業施設関係者などと連携し、ららぽーと豊洲

を起点に地域の子供たちと海苔づくりの第一歩のイベントを実

施しました。この活動は湾岸エリアの水質を綺麗にするという

目的で「SDGS_ACTION の１つ」として活動の輪を広げていきます。

継続的には、CS 事業、園の行事のサポート、ゴミラン、こどもフ

リマ、潮干狩りなど今年は新型感染症の影響で自粛になってお

りますが継続的に活動を続けていきます。今年の 5 月から始動

していく予定です。 

  

 

さらに、今年はニューノーマルとして「選択と集中の時期」とし、 
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 いままでの活動に必要なもの不必要なものを整理して取り組んで 

 いきたいと考えます。 

 

3 クラブにおける問題点・その対策、戦略 
 活動がベイサイドクラブのエリアのみの活動として広がりがない状況です。 

もちろん、現在カンボジアの制服プロジェクトなどは世界とのつながりの第一歩です。 

 

 湾岸エリアは、国際色豊かなエリアのため、もっとワイズメンズの「国際協会」とし

ての特性を活かして、国内とのつながり、世界とのつながりを国際協会のワイズメンを

通して行いたいと考えます。 

湾岸エリアの子どもたちと世界の子供たちが繋がれるきっかけづくりの活動を行いた

い、そうすることでワイズメンの卒園した子供たちといっしょにワイズメンも世界と繋

がれる活動に参加できるからです。 

 

また、今年は、近隣の大学の学生と繋がることができる活動を具体的に実施していきた

いと思います。こども園のサポートメンバーとして近隣の大学生との連携なども視野に

入れることでユニークな活動と発想を取り入れます。 

さらには、ユースの育成なども行いたいです。 

その対策と戦略としては、まずは役員自らが協会全体の活動に積極的に参加して、 

その輪を広げる活動を行うべきと考えております。 

 

4 各事業への取り組みと課題 
CS 事業を定期的に確実に実施 

退会者０名を目指す 

新規入会者 2-3 名以上を目指す 

 

5 その他（クラブ活動やファンド等の PR）   
ＣＳ事業はゴミラン、子供フリマが定着してきました。こども達・保護者と一緒に活動

できる取り組みを試行錯誤しながら、加えていきたいと考えます。 
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2021-2022 年度 千葉ウエストワイズメンズクラブ 活動報告 

 
会長 高田一彦 

 
1．会長主題 

「ワイズの輪を通して社会貢献を」          ～自ら楽しむクラブライフを～ 

 

2．今年度の主題に対する主な活動やトピック 
   ・10 月の創立 1 周年記念例会に「子供食堂」立ち上げの卓話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「子供食堂」への支援を模索（3 月 27 日に夏見公民館訪問） 
 
 
 
 
 

3．クラブにおける問題点と対策 
   ・具体的なクラブ事業の 

取り組みについての模索 
     

4．各事業への取り組みと課題 
    EMC の取り組みとして 

・ 水沼昭子さん入会（8 月） 

    ・クラブメンバーをよく知るために、 

卓話としての「自分紹介」  
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5．その他（クラブの活性化の PR 等） 
     千葉・とちぎ・ぐんま３YMCA 協同によるチャリティーランに参加 

（個人：2/10～2/18、チーム：2/19～2/28 ） 
・ 支援金：3 万円 
・ RenoBody によるバーチャルランにクラブとして参加した。 

・ 結果 ： 個人、チームとも 9 位に

入賞 
              
                                   髙田一彦 
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       2021-2022 年度 ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

関東東部 第 1 回評議会議事録 

日時  2021 年 7 月 31 日(土) 13 時 30 分～16 時 25 分 

記録  部書記 利根川太郎 

会議体 ＺＯＯＭによるリモート会議  

出席者 リモート出席：43 名、委任状:9 名  (敬称略) 

大澤和子・柿沼敬喜・工藤大丈・青木方枝・金丸満雄・吉田公代・衣笠輝夫・布上信子 

島田徹・駿河幸子・相川達男・髙橋由起江・草分俊一・古屋朝則・石丸隆章・青木清子・柳井 惠

樋口順英・浅見隆夫・布上征一郎・木村卓司・浅羽俊一郎・上松寛茂・水無瀬隆造・金秀男 

小関京子・金本伸二郎・小谷全人・高野真治・須田哲史・沖利柯・吉野勝三郎・利根川恵子 

河合今日子・熊谷光彦・大澤篤人・櫻井大樹・藤原宏隆・堀江和広・髙田一彦・吉崎 勇 

内田久昭・長尾昌男 

 

1. 定数確認 

関東東部部則第 3 章第 11 条により、構成メンバー52 名（重複を除く）の内 41 名(委任状含 

む)が出席し部評議会の成立が確認された。 

また、議決は過半の賛成によって可決する事が確認された。 

2. 部長及び各事業主査活動方針の発表 

     部長・４事業主査・メネット連絡員より、各事業活動方針の説明がなされた。 

3. 各クラブ活動方針の発表 

     各クラブ会長より、各クラブ活動方針の説明がなされた。 

4. 議事 

     議長に大澤和子部長を選出し下記の議案を審議した。 

    ・第 1 号議案：第３回関東東部評議会議事録承認の件（柿沼直前部長提案） 

…承認（賛成 29） 

    ・第 2 号議案：2020-2021 年度関東東部 会計決算報告承認の件(柿沼直前部長提案) 

             …承認(賛成 33) 

     ・第 3 号議案：2021-2022 年度関東東部 予算案承認の件(大澤部長提案) 

             …承認(賛成 35) 

5. その他 

・第 25 回関東東部部大会について（小関実行委員長より） 

・関東東部部会計からのお願い（長尾直前会計より） 

・2021-2022 年度 前期半年報について（金丸会員増強事業主査より） 

・AYC 参加ユースについて及び参加の呼びかけ（衣笠ユース事業主査より） 

・YVLF オンライン開催について（衣笠ユース事業主査より） 

・臨時代議委員会について（議決権者は各クラブ会長・部長・直前部長）（司会より） 
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・ハンドブック＆ロースター電子配布と印刷申込について（司会） 

・東日本区半年報については 800 名（衣笠東日本区書記） 

・東日本区が一般社団法人になったことに伴う会計規程新設について（司会） 

・アジア太平洋地域憲法の改訂についてクラブ会長は 8 月 15 日までに投票（司会） 

・第 25 回東日本区大会は、2022 年 6 月 4 日～5 日ホテル東日本宇都宮（司会） 

・ミャンマーへの募金について（司会） 

・熱海伊豆山地区土砂災害緊急募金について（司会） 

・区事務所の時間変更された。月水金の 10：30～15：00（司会） 

・アジア太平洋地域大会参加について（大澤部長） 

・評議会を午前中にという意見については、来期 22-23 年度に向けて検討（大澤部長） 

・ソングフェスタの紹介（浅羽ソングフェスタ実行委員長） 

 



[ここに入力] 
３１ 

 日時 年 月 日（ ）13 : 30 ～ 16 : 40  

 場所 オンライン（Zoom） 

第 1 部 記念講演（13：30～14：30） 司会：関東東部大会実行委員長 小関 京子 

 人生 100 年時代を生き抜くために ～今あなたにできること～ 

 
 
 
 
 
 

第 2 部 部大会（14：40～15：40）  司会：関東東部書記 利根川 太郎 

1. 開会点鐘 関東東部部長 大澤 和子 

2. 聖書朗読・祈祷 所沢クラブ 澁谷 弘祐 

3. 歓迎の挨拶 部大会実行委員長 小関 京子 

4. 来賓紹介 司 会 者 利根川 太郎 

 

5. 来賓祝辞 東日本区理事 大久保 知宏 

6. 部長報告 関東東部部長 大澤 和子 

7. 部事業主査報告    各事業主査 青木方枝、金丸満雄、吉田公代 

   衣笠輝夫、布上信子 

8. アピール       事前に希望した方 

9． 閉会点鐘 次期関東東部部長 工藤 大丈 

※写真撮影  

第 3 部 リモート懇親会（15：40～16：40）  司会：関東東部書記 利根川 太郎 

 

 
 

【講師】立教大学教授 萩原なつ子 

立教大学社会学部教授、立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科教授、 
文部科学省中央教育審議会委員。 
萩原なつ子教授は、“としま F1 会議”を通して、豊島区を、「消滅可能性都市」 
から、「住みたい街ランキング 1 位」へと躍進させた仕掛人です。 

記念講演は「人生 100 年時代を生きぬくために～今あなたにできる こと～」と題した萩原なつ子立教大学
教授のご講演。「消滅可能性都市」だった豊島区を、若い女性・行政と共に取り組んだＦ１会議を通して「住み
たい街ランキング 1 位」へ と躍進させた話。そして人生 100 年を生き抜くためには、4 つ のワーク（家庭・
有給・学習・社会活動）をバランスよく取り組むことが必要だと話されました。総勢 120 人以上の参加でした。
大勢参加できたのは、オンライン開催のメリットです。また、記念講演の萩原なつ子講師の知名度も大きかっ
たと思います。所沢クラブは力不足なホストでしたが、皆さんのお力添えで何とか開催できましたことを感謝
します。 



開催日 ：  2021年 10月 2日 （土）

場   所 ： ZOOM

（単位：円)

項目 金額

部大会補助金 ¥1,000 132 名 ¥132,000

登録費補助（新入会員用） ¥6,000 20 名 ¥120,000

部大会補助

部大会参加費 （参加者総数） 名 ¥0

＜内訳＞ メン･ﾒﾈｯﾄ 名

担当主事 名

名

¥252,000

項目 金額

講師謝礼 ¥100,000

事務費 ¥330

＜内訳＞ 振込手数料

余剰金 部の通常会計へ繰入 ¥151,670

¥252,000

関東東部

部長　大澤　和子

会計　東　裕二
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収入の部

　来賓

合計

支出の部

第25回 関東東部大会

会計報告

内容

内容

部の通常会計より

部の通常会計より

萩原なつ子様

2021年10月4日

¥330

合計



2022年2月28日現在

関東東部　会計　東　裕二（所沢クラブ）

理事
キャビネット

PWALP ＣＳ ＡＳＦ ＦＦ ＢＦ ＴＯＦ ＲＢＭ ＹＥＳ

¥800 ¥1,250 ¥500 ¥500 ¥2,000 ¥1,300 ¥800 ¥500 ¥500 ¥0

東京
江東

21 2 19 15,200 28,748 9,500 9,500 38,000 24,700 85,200 9,500 0 0 220,348

千葉 11 0 11 8,800 13,750 5,500 5,500 22,000 14,300 8,800 5,500 5,500 0 89,650

東京
グリーン

16 1 15 12,000 18,750 7,500 7,500 30,000 19,500 12,000 7,500 7,500 0 122,250

埼玉 8 0 8 6,400 10,000 4,000 4,000 16,000 10,400 6,400 4,000 4,000 0 65,200

東京
北

11 4 7 5,600 8,750 3,500 3,500 14,000 9,100 5,600 3,500 3,500 0 57,050

所沢 11 0 11 8,800 13,750 5,500 5,500 22,000 14,300 8,800 5,500 5,500 0 89,650

東京
ひがし

13 2 11 0 0 0 0 0 14,300 8,800 5,500 5,500 0 34,100

川越 10 0 10 8,000 12,500 5,000 5,000 20,000 13,000 8,000 5,000 5,000 0 81,500

茨城 9 0 9 3,600 9,400 2,250 2,250 9,000 5,850 3,600 2,250 1,800 0 40,000

東京
ベイサイド

14 0 14 12,000 0 0 12,000

千葉
ウエスト

8 0 8 6,400 2,500 4,000 4,000 4,000 2,600 6,400 4,000 4,000 0 37,900

合計 132 9 123 74,800 118,148 46,750 46,750 175,000 128,050 165,600 52,250 42,300 0 849,648

事業

理事
キャビネット

800

1,250

500

500 ＨＩＶ/ＡＩＤＳ啓発のために用いられます。

2,000

1,300

800

500 個人献金も歓迎

ユース 500 ロースターへの広告収入の代替

個人・クラブの記念行事、慶弔等

継続中、人的支援も継続中

継続中、人的支援も継続中
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記念献金

ＹＥＳ

東日本大震災支援募
金 熊本大地震支援

ＪＥＦ 記念献金

円／人　以上

尚、ＹＶＬＦクラブ分担金は、部の規則に則って部会計へご送金ください。　但し、今年度は徴収しません。

ＲＢＭ

ＥＦ 個人・クラブの記念行事、慶弔等

円／人　以上

円／人　以上

円／人　以上

円／人　以上

円／人　以上 「ロールバックマラリア」の略　第2期ＵＧＰ事業

ＢＦ

ＴＯＦ

注(＊)　年賀切手の拠出枚数が、１００枚以上の方がおられる場合、氏名と枚数を東日本区事務所まで別途ご連絡ください。

ユース活動支援 円／人　以上

国
際
・
交
流

合計

年賀切手(*)は、現物を別途お送り頂くか
現金換算して左記金額に加えてください。

地域奉仕 ＹＶＬＦ
クラブ
分担金

国際･交流 ユース
活動
支援

備  考　および　注 意 事 項

Ｐ．Ｗ．アレキサンダー遺産計画

2021-22年度 関東東部　クラブ別各種献金内訳報告（区報告用）

ＣＳ

PWALP 円／人　以上

算  定  根  拠

クラブ
名

広義+
功労
会員

算定
基礎
人数

会員
数

円／人　以上

2021年7月1日現在

＜ご参考＞

地
域
奉
仕

ＡＳＦ

項　目　名

ＦＦ
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       2021-2022 年度 ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

関東東部 第 2 回評議会議事録 

日時  2022 年 4 月 16 日(土) 13 時 30 分～16 時 10 分 

記録  部書記 利根川太郎 

会場  東京 YMCA 東陽町センター東陽町と Zoom によるオンラインのハイブリッド会議  

出席者 出席：41 名、委任状:10 名  (敬称略) 

大澤和子・工藤大丈・柿沼敬喜・利根川太郎・東裕二・青木方枝・金丸満雄・吉田公代 

衣笠輝夫・布上信子・島田徹・駿河幸子・相川達男・酒向裕司・小松康広・古屋朝則・石丸隆章 

青木清子・樋口順英・布上征一郎・木村卓司・浅羽俊一郎・水無瀬隆造・村杉一榮・小関京子 

高野真治・千代一郎・須田哲史・沖利柯・吉野勝三郎・利根川恵子・森下千恵子・河合今日子 

熊谷光彦・柳瀬久美子・藤原宏隆・堀江和広・髙田一彦・吉崎 勇・内田久昭・長尾昌男 

 

1. 定数確認 

関東東部部則第 3 章第 11 条により、構成メンバー48 名（重複を除く）の内 45 名(委任状含 

む)が出席し部評議会の成立が確認された。 

また、議決は過半の賛成によって可決する事が確認された。 

2. 部長及び各事業主査活動報告の発表 

     部長・４事業主査・メネット連絡員より、各事業活動報告がなされた。 

3. 各クラブ活動報告の発表 

     各クラブ会長より、各クラブ活動報告がなされた。 

4. 部会計報告 

   部会計より、2021－2022 年度 関東東部 会計中間報告がなされた。 

5. 議事 

     議長に大澤和子部長を選出し下記の議案を審議した。 

    ・第 1 号議案：第１回関東東部評議会議事録承認の件（大澤部長提案） 

…承認（賛成 40） 

    ・第 2 号議案：次々期関東東部部長選任の件（工藤次期部長提案) 

             …承認(賛成 42) 

     ・第 3 号議案：関東東部次期役員の承認及び次期の東日本区人数割り代議員の人数と 

選出の件（工藤次期部長提案) 

             …承認(賛成 42) 

    ・第 4 号議案：第 25 回関東東部大会会計報告承認の件 

             …承認（賛成 42） 

    ・第 1 号協議案：関東東部の部則並びに細則検討委員会を発足する件 

             …部役員の選出方法および運営を見直し、必要があれば部則を含めて検討 

することが了承された。 

6. その他 

・CS 資金について、希望するクラブは是非申し込んでください（青木主査より） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ２０２１年～２０２２年度  

ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

関東東部 部報 

発行日  ２０２２年６月３０日 

編  集  関東東部 部長 大澤 和子 

         書記 利根川太郎 

        会計 東 裕二 

  
 
 
 
 
 


