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― ご挨拶と活動方針 ― 

東新部部長 細川 剛（東京） 

 

私は、宝塚の山麓の当時朽ち果てた寒天小屋と馬の水飲場が残っていた池

畔で育ちました。小学３年生から宝塚ボーイスカウトのメンバーとなり、六甲山麓

を野外活動のベースとし、キャンプ場から学校に通うなどキャンプ大好き人間で

した。今でも当時のキャンプの仲間は特別です。 

YMCA とワイズの出会いは、社会人となり、神田美土代町にあった東京支店

へ出張するときの定宿が当時の東京 YMCA 神田センターのホテル。そこでキ

ャンプ仲間の西村隆夫メンに誘われて１９８４年にワイズメンズクラブに入会しま

した。 

東新部とのかかわりは、1997 年 7 月 1 日に日本区が東と西に別れスタート

したときからで、最初の役務は初代持田二郎部長（東京）のもとでの部書記でした。それから 19 年、第 20 代目

の部長をお引き受けすることとなり身の引き締まる思いです。 

人数だけが活動のバロメータではありませんが、ご高承のとおり、19年前、9 クラブ 179名でスタートした東新

部は、この間新たに 4 クラブが発足し 5 クラブが解散、一時は 8 クラブ 99名となりました。 

しかし、ここにきて伊丹直前部長のもと、東京まちだクラブと東京コスモスクラブを中心とした皆様の力強いお

働きにより新クラブ東京多摩みなみクラブが設立され、今期は 100 名のラインを超えることとなることは大変喜ば

しいことであります。 

新年度を迎え、昇り基調のいま、各クラブの皆様には、引き続き会員の増強と新しい CS 活動へのチャレンジ

をお願い致したく思っております。 

第１回東新部部会は、代々木の青少年センターで行われ、参加者は 200 名を超えていました。第 20回の部

大会は、東京センテニアルクラブのベースである在日本韓国 YMCA で皆様と共に一般公開講演「今チャレン

ジ、子供をマラリアから守ろう！ Roll Back Malaria Partnership」のプログラムを実施したいと考えております。 

そして、このプログラムを軸に東新部の各クラブが仲間として、楽しみながら協働と共感をもって支えあう、「ワ

クワク」する東新部を目指していきたいと思っております。 

「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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活動計画としては、次のことに取り組みます。 

 

▽CS/Yサ活動への取組み強化奨励と部としての支援 

新たな CS活動の開発と支援 

他クラブ CS/Yサ事業への参加奨励・クラブ間の協力の推進 

▽ユース活動の支援  

各クラブのユース活動支援とクラブの枠を超えたユース活動の展開 

▽クラブの活性化 

各事業活動および国際・国内各大会への協力と交流を通じたクラブの活性化 

 新メンバー加入に向けての支援 

会員増強目標（部で 20名純増）達成へ向けての施策、支援 

新クラブ設立の支援 

▽部内コミュニケーションの向上 

部長通信のタイムリーな発行 

部ウェブサイトの活用と発信 

▽２０周年記念誌の発行 

 

行事予定 

◇ 第 20回部大会 

開催日：2016年 10月 8日（土） 

開催場所：在日本韓国 YMCA スペース Y 

テーマ：「今チャレンジ、子供をマラリアから守ろう！ Roll Back Malaria Partnership」 

内容：第 1部 東新部式典 ランチ懇親会 

第 2部 一般公開プログラム「ファミリーステージ」と「ロールバックマラリア講演」 

講師：谷本賢一郎氏(ミュージシャン、NHK子供番組フックブッククロー 平積傑作役) 

狩野繁之氏（国立国際医療研究センター研究所 熱帯医学・マラリア研究部部長） 

ホストクラブ：東京目黒クラブ（クラブ 50周年記念、実行委員長 村野 繁） 

 

◇ 評議会 

第 1回評議会 2016年 7月 23日（土） （東京 YMCA東陽町センター） 

第 2回評議会 2016年 11月 12日（土） （高尾の森ワクワクビレッジ） 

第 3回評議会 2017年 4月 22日（土） （東京 YMCA東陽町センター） 

 

◇ 研修会 

フレッシュワイズセミナー   

 日程調整中 

次期クラブ会長・部役員研修会（東日本区）

 2017年 3月 4-5日（土・日） 

次期クラブ役員研修会（東新部） 

 2017年 4月 22日（土） (第 3 

回評議会と共催) 

部事業・運営引継会  

 2017年 5月 20日（土） 

 

 

 

 

2016.6.5 長野東日本区大会にて、伊丹直前部長から部

長バッジを引き継ぎました。 
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東日本区発展のために 

東日本区理事 利根川 恵子 

今年度の理事の主題は、「明日に向かって、今日動こう」です。スローガンは「手を取り

合って、今、行動！」としました。ご承知のように、東日本区は会員数の減少、高齢化、

財政のひっ迫などの課題を抱えております。そこで、これらの課題を解決するために、

とにかく動こう、動かなければ何も始まらない、という気持ちからこのような主題、スロー

ガンを選びました。そして、行動していただくための重点目標を以下のとおりといたしま

した。 

１． クラブ拡張と会員増強：会員数 1,000名突破、２クラブ新設、各クラブ退会者ゼロ、 

純増 2名 

２． 部の強化・活性化：部役員の役割の明確化、部内研修の実施、部長選出方法の 

見直し、部長公式訪問・部会の充実 

３． YMCAとの協働の強化：ワイズメンのYMCA会員率 100％、YMCAとの「協力関係の原則」の締結、新

しい協働事業の立ち上げ 

４． スリムな区の運営：部の強化・活性化と財政状況改善のため、３S（Simple, Slim, Speed）の促進、部、ク

ラブレベルでも３Sの観点から運営の見直し 

東新部では、東京多摩みなみクラブの設立、フレッシュワイズセミナーの実施、前年度からの周到な部会の準備

など、他の部の模範となるような先進的な取り組みをすでに進めていただいていることに敬意を表します。どうか

現状に留まらず、細川剛部長のリーダーシップのもと、さらなる会員増強、YMCA との協働、３Sの促進等で、部

の活性化を図っていただきますようお願いいたします。 

今年は東日本区設立 20周年の記念の年です。記念事業として、東西ワイズ交流会も 2017年 2月に計画され

ています。このような特別な時期をみなさまと共有できる縁をうれしく思います。是非、東日本区の課題解決に向

け、今日からできることを行動に移し、ともにワイズダムの発展のために尽くす一年としてまいりたいと存じますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

東新部ワイズに感謝 

東京 YMCA 総主事 廣田光司 

東京 YMCAは 2016年度の歩みをスタートさせました。東新部ワイズメンズクラブの皆

さまには大変お世話になり感謝申し上げます。 

ご案内のように東京 YMCAは 2018年 3月をもちまして、東陽町センターの契約を終

了いたします。関係のワイズの皆さまには大変ご不便をおかけしますことを、お詫び申

しあげます。この節目に東京YMCAの今後の方向を見定めるために「中期計画」を策

定いたします。YMCA が会員の運動体であることを再確認し、その力を発揮して社会

を変革していくことを目指しています。どうか東新部の皆さまの引き続いてのご指導・ご

協力をお願いしたいと存じます。 

東日本大震災からは５年が過ぎましたが、この 4 月には熊本にて大きな地震が発生し、

多くの方がいまだに困難の中にあります。熊本 YMCAは市内に 2個所の行政からの指定管理施設を運営して

おり、そこが避難所になりました。YMCA らしい避難所運営で多くの方の役に立っています。全国からもスタッフ

の応援と募金によりサポートをしています。ワイズメンズクラブの皆さまにも力強い御支えをいただいていることを

感謝申し上げます。 

東新部では、この 7月に新たなクラブが生まれます。ご準備にあたられた、東京まちだ、東京コスモスの両ワイズ

の皆さまのお力は素晴らしいものがありました。新しいクラブを生み出したエネルギーは必ずやワイズメンズクラ

ブの将来にとって大きな力となっていくと信じます。東京 YMCA も前に向かって、特に青少年の育成について

力を結集していきたいと思います。今後ともよろしくご指導をお願いいたします。 
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部役員活動方針、メッセージ 
 

トロイカの一員として 
次期部長 

伊藤幾夫（東京多摩みなみ）  

2 回目の次期部長を担いま

す。1 回目は 2003～2004

でしたので 12 年経ったこと

になります。今期は細川部

長、伊丹直前部長とのトロイ

カ体制になります。楽しみで

す。12年前はTify’s（東京イ

ンターナショナルファミリーワ

イズメンズクラブ）が解散しま

した。その翌年に東京センテニアルクラブが誕生し、

翌々年に信越妙高クラブが誕生しました。今期、東

新部では、細川部長年度始めの 7 月に新しいクラブ

「東京多摩みなみクラブ」が誕生します。幸先の良い

スタートになりますが、ワイズの高齢化、会員の減少と

いう現状は東新部でも大きな課題です。この課題に

対してどのように向き合っていくのかを細川部長を中

心としたトロイカ体制で考えていきたいと思います。 

細川部長の重点取り組みのひとつに「東新部 20年、

会員 20 名純増」が掲げられています。さらに「ユース

支援」も掲げられています。ワイズの継続的な活動の

ためには、次世代を担う若者たちを巻き込む活動の

展開が必須です。部長主題の「ワクワクする東新部」

を推進していきましょう。 

 

部長の経験を次年度に伝承 
直前部長 

 伊丹一之（東京むかで） 
昨年度は、東新部のクラブの

皆様、部役員の皆様には大

変お世話になりまして、あり

がとうございました。 

大きな事業としては、「ワイズ

の良さ」アンケートの実施、

東新部部会での「野尻学荘

PR」、そして「東京多摩みな

みクラブ」の設立がありました。 

アンケートでは、「ワイズの良さ」を表すキーワードが

見えてきました。トップ５は、「奉仕・YMCA」「出会い・

友人」「異業種・年代」「国際・旅行」「若さ・前向き」

です。逆に「良くない点」では、「閉鎖性」「PR 不

足」「若者が少ない」がトップ３です。これらを踏

まえて、ワイズメンは自信を持って外に向かって

発信することが大切だと思います。 

「東京多摩みなみクラブ」は、スポンサークラブ

が準備を始めて１年半、東新部が関わって１年、

細川部長年度の初めにチャーターナイトを迎え

ます。新しい仲間を迎えて、共に東新部が発展で

きますよう、尽力したいと思います。 

 

時代の流れに対応 

書記 

田中博之（東京） 

11 年ぶりに東新部書記を務

めます。どうぞよろしくお願い

いたします。東新部発足以来

の 20 年で部の様子、部を取

り巻く環境は大きく変わってき

ました。これまでの枠組みにと

らわれることなく、時代の流れ、

変化に敏感に対応し、東新部

と部内各クラブの元気を取り戻していくお手伝いがで

きればと思います。 

 

ポジティブシンキング 

会計 

加藤義孝（東京） 

今年度、細川部長の主題

は、｢チャレンジ｣、「ワク

ワク｣と心を鼓舞する言

葉を使っています。これ

はポジティブシンキング

な言葉の代表のように使

われます。ポジティブな

発想になるためには良い

思考癖を身につける必要

があります。そのためには以下のような心がけを

することが大切と思います。 
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１．不安からはなにも生まれない。 

２．自分にできないことは無視する。 

３．失敗しても二度としないように学習するチ

ャンスと思うこと。 

４．能力のある人を褒め大いに力を貸してもら

う。 

５．自分はひとの役に立つ事が嬉しい。 

６．このほか自分で好きな言葉を考える。 

昨年度の関係者のご活躍のおかげで、今年度は会

員数が100名を超える事が確実となっております。

喜ばしい限りでありますが、もちろん会計として

も予算的にも見通しが立てられひと安心ですが、

皆さまが十分に活動できるように資金の配分を

円滑に行える努力をいたします。皆様のご協力ご

指導をよろしくお願いします。 
   
監事の仕事 

監事 

佐藤茂美（東京）  

東新部監事の仕事は規定に

より２期目になりますが、どう

ぞよろしく。まず数多の事情

により長年、この任を務めら

れた退任監事に感謝と慰労

を申し上げます。 

監事の仕事はクラブ活動の

健全性を導くこととあります

ので、各クラブの活動を拝見

して、必要な時には助言をし、あるときには各クラブ

のプログラムに参加しつつワイズライフを楽しみたく

思っています。 

直前部長は年初のクラブ訪問で「ワイズの良さを発信

しよう」についてアンケートの調査を実行しました。そ

のまとめは、微に入り、細に入り、そして温かく近年に

ない素晴らしい仕事でした。東新部の誇りとしていま

す。アンケートはそのままにせずにトロイカ方式にて

次に継続していきましょう。部の会計も区の新しい事

務方式であわてましたが行き届いた仕事をされました。

新年度の役員、主査の方々、どうぞ新しい事に臆せ

ず、体を大切に頑張ってください。 

新年度は、嬉しいニュースがあります。東京多摩みな

みクラブの誕生です。皆さんの交わりによろしく。 

 

監事として努めたい事 

監事 

太田勝人（東京世田谷） 
永年勤めた会社を定年退職

後、「倫理」をテーマに学び

直し、内部監査資格（ＣＩＡ）

を取得して某社の内部監査

室長として実務に携わってき

ました。監事の基本は①誠

実性、②客観性、③独立性

にあり、その上で東新部の監

事として「役員会に出席して」

「適切な助言をする」ことと認識しています。そのため

に積極的にクラブを訪問して現実の理解を深めます。

細川部長の下で事業主査を担当しますが、両方の仕

事を誠実に実行していく考えですので、宜しくお願い

申し上げます。 
  
 

さわやかな汗をみんなで流しましょう！ 

地域奉仕事業主査 

神保伊和雄（東京むかで） 
1. YMCA サービス事業 

東京 YMCA・町田 YMCA・

在日本韓国 YMCA 等々

YMCA の様々なプログラ

ムへの参加、取組みを見直

してみましょう！ 

汗を流して楽しんでます

か？ 

YMCA 妙高高原ロッジ（芝

刈り花壇づくり） 

にほんご学院 野尻キャンプ（野尻学荘）支援 

2. CS（地域奉仕）の活動は 

「りんどうの里」支援・すずらん会・江戸城ファ

ミリーウォーク・津波の教え石・Y・Y・YCAMP・

川口子供食堂支援・・・ 

CS 活動の 1 クラブ／1 事業にチャレンジしてみ

ましょう！他クラブの活動・事業に参加しよう。

東新部としての事業として共同プログラムを立

ち上げることもありですよね！ 

あらためて確認です。当然のこととして、YMCA

会員登録はお済みですよね？ 
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★国際憲法ガイドライン＃303 

“すべてのクラブ会員は、関連地区 YMCA の会員

になることが望まれる” 

★東日本区定款第 3 条第 3 項Ａ“クラブの会員は、

YMCA の会員になるものとする” 

お忘れの方はよろしく登録お願いいたします。 

Y と Y`s の楽しさと素晴らしさを発信しよう！ 

 

 

会員増強事業の課題と対応策 

会員増強事業主査 

太田勝人（東京世田谷） 
１． 新クラブ「(仮)新潟ワイ

ズメンズクラブ」を 2017 年

5月までに創る。＋15名 

――そのために、2016 年

11 月までに中心人物を決

め、その後は細川部長始

め役員の皆様に諮って「組

織」として纏め上げたい。 

２． 現在のクラブについて

強化すべき課題とその対応策は： 

① 東京クラブ：百人例会をはじめ毎回の例会

へのゲストをスマートにフォローして「会員増

強」につなげていってもらいたい。目標は＋

４名 

② 東京むかでクラブ：野尻学荘ＯＢ関係者を

「核」としてワイズに引き入れる努力を更にさ

れて「会員増強」につなげていってもらいた

い。目標は＋２名 

③ 東京世田谷クラブ：例会へのゲストを招く努

力があり、そこから「会員増強」につなげてい

ってもらいたい。目標は＋3名 

④ 東京目黒クラブ：高齢化時代を先取りして昼

間の例会開催をもっとＰＲし、＋１名。 

⑤ 東京まちだクラブ 

⑥ 東京コスモスクラブ：両クラブの合併も視野

に入れて、活力を増し、＋2名。 

⑦ 東京センテニアルクラブ：都心のど真ん中に

位置し、YMCA のあることを認識され、退会

者と同数の「会員増強」をされ、＋、－ゼロ。 

⑧ 信越妙高クラブ：＋1 名。新潟ワイズメンズク

ラブ設立に支援を。 

⑨ 東京多摩みなみクラブ：新クラブ設立のエネ

ルギーを持続されて、＋4名。 

⑩ 但し、どうしても防げないご高齢と病による

退会者を－７名と予想。 

⑪ よって、＋15＋１７－７でネット＋２５名を目

指したい！ 

３． クラブへの依頼事項； 

7 月の「部長公式訪問」時に会員増強事業主査

としてクラブ会長および会員の皆様に私の意図

していることを話して、ご理解を得る努力をしま

す。進行状況を常に把握して、ＰＤＳ手法にて成

し遂げます。 

「成せばなる、成さぬは、人の成さぬなりける」を

肝に銘じて。 

 

 

ワイズのコムニオ（交わり）を大切に 

国際・交流事業主査 

進藤重光（東京） 
YMCA に対する忠誠心

を共にしつつ、全人類の

為よりよき世界を築くべ

く尽力するワイズメンズ

クラブ国際協会の国際憲

法は、イエス・キリスト

の教えに基づき、相互理

解と敬愛の思いに結ばれ

て、あらゆる信仰の人々

が共に働く、「世界的友好団体」であると宣言して

います。その意義と喜びを分かち合い、IBC/DBC

での交流事業を有意義に伸展させていきたいと

願っております。遠方のクラブとの交流を通じて、

地域や国境を超えた友好関係を築き、ワイズのグ

ローバルな精神を涵養しましょう。先達ワイズが

築き上げた土台を確実に継承展開できるよう、以

下のご支援も何卒よろしくお願いいたします。 

１． RBM（ロールバックマラリア＝マラリア撲滅

関連事業）は昨年継続が決まった、国連や国

際赤十字赤新月社連盟との連携・協力事業で

す。本年度は、細川部長の方針に従い、現地の

子供たちを守るために 200 張の蚊帳の贈呈に

チャレンジしたいと思います。この目標達成

のために、各クラブの事業としてはもとより、

YMCAに関わるすべての人と共に社会全体に
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浸透させるべく、協働しながら展開を図りま

しょう。子供たちにも殺虫剤練り込みの蚊帳

贈呈の効果を伝え、国際市民としての感覚を

育てながら、開発途上国の保健衛生を改善す

るための知恵と努力を結集しましょう。 

２． STEP for All への参加を呼び掛けます。TOF

の実施現地に出かけ、その事業に関するボラ

ンティア行うプログラム。STEP は若者が対

象ですが、STEP for All はすべてのワイズが

対象になっております。 

３． BF（BF 代表や国際役員の公式旅費基金）の

意義を再評価し、国際・交流の豊かさを学び、

国際感覚に優れたリーダー養成のための基金

の拡充に努めます。 

４． TOF、YES、EF、UGP(RBM)などの各ファン

ドについては、新メンバーや初のゲストにも

わかりやすいものとなるよう、拠出の重要性

や具体的な成果をお伝えするよう努力して参

ります。どうぞ、引き続き、各クラブからの献

金へのご協力をお願いいたします。 

 

 

ユースの力をワイズの活力に！ 

ユース事業主査 
大槻展子（東京） 

私は、学生時代に、韓国済州

島で行われたユースコンボ

ケーションに初めて行かせ

て頂き、目の覚めるような

得がたい体験をさせて頂き

ました。そして、この素晴ら

しい活動を一人でも多くの

方に知って頂きたい、とい

う強い思いを持って、Y3-

East というユースクラブの立ち上げに関わりま

した。 

当時の Y3-East では、東新部のコメット、マゴメ

ットが中心メンバーとなり、YMCA リーダーや活

動に共感してくれた若者たちを巻き込んで、例会

やブリテン発行といった日常的な活動に加え、ワ

ンコインコンサートという音楽会の開催やゴミ

拾い、様々なワイズ活動への参加等、積極的な活

動を行っていました。当時のワイズユースには、

メンバーになった方、YMCA に連なる方もあり、

緩やかにではありますが、その活動は今現在もワ

イズの活動の一端を担っているといえます。 

他方、現在の東新部では、活発なユース活動は見

られなくなってしまいました。ただ、東日本区で

は、浅羽直前事業主任の下、新しいユース活動が

芽吹き始め、今期大久保事業主任にそのうねりが

引き継がれ、既存ユース活動の伸展に加え、ユー

スとの新しい協働の形を模索していくこととな

るものと思われます。 

私たち東新部でも、このようなユースの活動状況

を知り、当部としてできることはないか皆さんと

一緒に考えていきたいと思っています。 

まずは、様々な形で、ユース活動の素晴らしさを

お伝えし、コメット・マゴメットにワイズメンズ

クラブにおけるユース活動の存在が伝わるよう

アピールをしたいと考えています。 

また、東日本区におけるユース活動の実体を私自

身が学び、そのことも皆様にお伝えして、連帯で

きるところは連帯できる機会を少しでも多く作

りたいと考えています。 

思いばかりが先行しますが、この一年が、かつて

私が知っていた東新部ユースのパワーと輝きを

取り戻す一つのきっかけとなるよう全力で尽く

して参りたいと考えております。 

「明日に向かって今日動こう」 

どうか皆様のご理解をお願いいたします。 

 

 

部大会へどうぞ 

部大会実行委員長 
村野 繁（東京目黒） 

今回の部大会は、感染症研

究者で医療者である可能

繁之氏を講師に招き、広く

一般の方々にワイズが

WHO に協力している

RBM（訳せばマラリア撲滅

運動）をアピールする大会

にします。 

ワイズ 100 人、一般 150 人

が集まる大会にしようと準備をすすめています。

一般の方々にもなじみ易いように、こどもに人気

がある 2011 年~NHK 子供番組フックブッククロ

ー（パペットと人間によるバラエティー番組）の
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平積傑作役の谷本賢一郎氏をお招きする伝手が

ありますので、彼を起用することを考えています。 

すなわち、谷本賢一郎氏で外部からの人を集めて、

マラリアをはじめジカ熱、MRDS、最近は結核も

話題なっている感染症を勉強してもらおうとの

計画です。 

日時は 10 月 8 日(土)10 時半から部会を午前中に

開き、立食懇親会の後、ファミリーステージ、講

演会で一般の人に RBM を知ってもらいます。 

会場は AYC（アジアユースセンター・在日本韓国

YMCA）です。 

参加費はワイズが 3,000 円、一般は 1,000 です。 

多数のご参加と一般の方々への呼びかけをお願

いいたします。 

 

 

資料提供にご協力下さい 

ヒストリアン 
松田俊彦（東京） 

部ヒストリアンの任務は

部報、部長通信、部評議会

資料、部内クラブの記念

誌、クラブ会則などを入

手し保管し歴史に残すこ

とです。保管資料が一定

の量に達したら、区事務

所に保管を依頼します。 

部内各クラブブリテンは、

部ウェブマスターの協力で部ホームページに掲

載されています。どなたでもいつでも見ることが

出来ます。 

つきましては、部ヒストリアンおよび部ウェブマ

スターへの資料提供にご協力下さい。 

本年度は東新部が 1997 年 7 月に発足して 20 年

目を迎えます。「東新部 10 年のあゆみ」が既に発

刊されていますので、今度は「東新部 その後の 10

年」としてまとめます。まとめに当っては前任ヒ

ストリアンなどに記念誌編集委員をお願いし、年

度末までに発行したいと考えています。 

  

 

 

 

ご活用下さい 

ウェブマスター 
長澤山泰（東京） 

東新部ホームページ（以下

HP）とメーリングリスト

（以下 ML）を担当してい

ます。 

【HP】現況、各書式のダウ

ンロード、各クラブ・ブリ

テン（バックナンバー）に

リンク、使い易いサイト作

りを目指しての取り組み。 

（構成）部長のひとこと＆アピール／部長通信／

部役員＆ひとこと／部報／クラブ会長＆クラブ

役員リスト／事業主査からの連絡＆アピール／

部カレンダー／部掲示板 

 

【ML】部役員、各クラブ会長への情報発信及び

連絡等にご活用ください。 

[１]部常任役員：ysjonin@jep.org（配信先：部長

＋書記＋会計＋直前部長＋次期部長） 

[２]部役員用：ysyakuin@jep.org（配信先：部常

任役員＋地域奉仕事業主査＋会員増強事業主査

＋国際交流事業主査＋ユース事業主査＋部担当

主事＋部会実行委員長＋部選出代議員＋部ヒス

トリアン＋部ＬＴ委員長＋部メネット委員＋部

監事） 

[３]部役員＆クラブ会長：yskaicho@jep.org（配

信先：部常任役員＋部役員＋各クラブ会長） 

※部ウェブマスターは上記全て受信 

 

 

微力ながら・・・ 

メネット連絡員 
細川俊枝（東京） 

東新部におけるメネット

の減少と共に、東新部メネ

ットとして活動するのは

なかなか難しいのが現状

です。しかしながら、微力

ではありますが、部大会の

お手伝いなど、できること

は協力していきたいと思

っています。 

mailto:ysyakuin@jep.org
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＜今期の活動計画＞ 

・国際プロジェクトへの協力 

・国内プロジェクトへの協力：YMCA 施設へ絵本

を贈る運動と東日本大震災復興支援 

・東新部部大会への協力 

 

 

恥ずかしながらの LT委員長の弁 

LT委員長 

長澤 弘（東京） 

ワイズについての経験が

不十分な LT 委員長で、

「リーダー」をトレーニ

ング」するという程の見

識は持ち合わせておりま

せんが、皆さま一緒に考

えながら努めて行きたい

と思っておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

今年度もフレッシュワイズセミナー、次期部役員

準備会 1 および 2、次期クラブ役員研修会、部事

業・運営中間引継会議などを担当し、また部長の

指示を受けた場合は部則やマニュアル改訂の検

討を担当いたしますのでご協力をお願いいたし

ます。 

今、ワイズ、東新部は、会員減少、老齢化等クラ

ブ運営について様々な困難な課題を抱えていま

す。これを乗り越えて存続・発展を図るには、皆

がよくよく考えながらクラブを運営してゆかな

ければなりません。これをお助けするのが LT 委

員の役割かなと考えております。コアとなるもの

を大切にしつつも、現実を踏まえて、考えながら

やってゆきたいと思っております。 

 

 

東新部の皆さまへ 

担当主事 

松本数実（東京） 

今年度、東新部の担当主事

をさせて頂きます、松本数

実です。現在は、東京

YMCA インターナショナ

ルスクールのディレクタ

ーをしております。いつも

YMCA に対する力強いサ

ポート、心より感謝申し上げます。ワイズの方々

のご協力により YMCA のミッションに根ざした

多くのプログラムを行うことが可能となり、地域

によい働きが提供できると確信しております。 

私自身は、YMCA に入職して 26 年目に入りまし

た。これまで東京山手クラブ、東京北クラブ、所

沢クラブの担当主事をさせて頂き、現在の東京ク

ラブ担当主事に至っております。どのクラブでも

YMCA を心から愛して下さるすばらしいワイズ

メンの方々との出会いがあり、多くの励ましと勇

気を頂きました。今年度東新部の皆さ様と活動を

共にできることを楽しみにしております。「東新

部の歌」にありますようにワイズと YMCA が手

を取り合って更によい活動を進められるよう微

力ではありますが、努力してまいりたいと思いま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 年度 

国際会長、アジア地域会長、東日本区理事主題 
国際会長  Joan Wilson（カナダ）：“Our Future Begins Today.” 

「私たちの未来は、今日より始まる」 

アジア地域会長  Tung Ming Hsiao（台湾）：“Respect Y’s Movement” 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事  利根川恵子（川越）：「明日に向かって、今日動こう」 

“For the Future, Act Today!” 

スローガン：「手を取り合って、今、行動！」 

“Together, Let’s Roll Now!” 
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クラブ会長活動方針、メッセージ 
 

 

東新部の皆さまへ 

東京クラブ会長 

比奈地康晴 
主題：「集いの中から刺激と想像力を！」 

 

東新部ワイズの皆様、今年度もよろしく、ご指導、ご

協力をよろしくお願いいたします。今年度は、歴史と

伝統を誇る東京ワイズメン

ズクラブの使命を現代にお

ける状況下でも、維持、継

続、発展させるために、更

なるメンバー相互の交流の

和を強く、豊かなものにして、

その活動の発展を図りたい

と思っております。その為に

も、以下に示したような方針

の下、まずは、例会、会員相互の諸活動の活性化を

基本として、その充実を基に、一層の波及効果を図り

たいと思っておりますので、細川部長以下部役員の

皆様、部内各クラブの皆様と共に協力、支援の連携

体制が強化されるよう努力するとともに、期待いたしま

す。この為、我々も積極的に他クラブの活動に参加

できればと思っておりますし、他クラブの方々も、どう

ぞ東京クラブの行事にお出かけくださるようご招待さ

せていただきます。 

 

東京クラブ活動方針： 

1. 豊かなクラブ活動のための試みを積極的に

受け入れる。 

2. YMCAとの協力関係に積極的に関与、発言

できるように努力する。 

3. 部、区、地域、国際等上部組織との連携に

ついて、母集団として、より積極的に発言し

て、関係強化、向上に努力する。さらに、横

の連携としての他クラブとの交流も積極的に

増進するように努力する。 

4. 内外の若者、震災、災害等に対する支援を、

YMCAを通して継続する。 

 

 

具体的計画 

1. メンバーに対して 

 共に分かち合う交流、協同関係を強化する

ように努める。 

 活動に対する提案を積極的に発信、実行

いただくように支援する。 

 会員のマルチなネットワークを有機的に連

携できるように努力する。 

2. YMCAに対して 

 現代に即した若者支援活動が拡大するよう

に積極的に支援する。このため東京

YMCAにほんご学院の留学生との交流や

支援は継続的に行い、関係の重層化、多様

化に努力する。 

3. 社会に対して 

 YMCAの活動を中心に、内外における若

者支援、災害支援等を継続的に進める。 

 より積極的に、外部 NGO等の活動情報の

収集を図り、より有機的な活動の連携・拡

大に努力する。 

 

全員で取り組み、充実した 1年に 

東京むかでクラブ会長 
土井宏二 

主題：「先ずはお返しの心で」 
 

今期の主題は、「先ずは、

お返しの心で」にしまし

た。人は存在を認められ

た時喜びを感じ無視され

た時悲しむものです。 

「お返し」とは答える、

返事する、報いる、反対

する、返却する、反応す

る、返礼する等、日常何

気なく行っている事です。「お返し」に（心で）

が加わる事がポイントです。 
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「心で」は常に相手を思って、考えて、誠意を

もって、敬意をもってお返しをする事と私は考

えます。 

良好な人間関係を構築する大切な手段が「先ず

は、お返しの心で」だと思います。むかでワイ

ズメンズクラブは入会30年 40年のベテランから

入会1年生の新人、年齢幅も約30年差、男性と女

性、宗教観等千差万別です。 

私が心がけることは本例会の充実です。楽しく

なくてはなりません。本例会にも変化をもた

せ、たまには場所を変えたり、卓話の代わりに

音楽会、料理を楽しむ会、また、他クラブとの

合同開催等考えています。今年度は「YYYキャ

ンプ」、「川口こども食堂」の支援、東北大震災

の「津波石」の引き続きの支援等プログラムに

全員で取り組み、充実した1年にしたいと考えて

います。 

 

 

「奉仕」と「交流」を通して発展するクラ

ブに 

東京世田谷クラブ会長 
岩崎 弘 

主題：「いつも青春、今できることをやろう」 
 

１．「歌の世田谷クラブ」 

「すずらん会、歌の広場」

も発足以来 14 年となり、

経堂、下北沢、三軒茶屋と

3 箇所で平均 240 名の歌を

愛する皆さんが毎月集い、

本当に地域に溶け込んだ

活動をしております。 

残念な事は、小川ワイズの

メネットが永年ピアニストとして素晴らしい働

きをされてきましたが、2016 年 3 月に天に召さ

れてしまわれたことです。でも、小川ワイズはメ

ネットの遺志を継いで「奉仕」されていることに

敬意を表します。 

 

２．「IBC・DBC の世田谷クラブ」 

2016 年 8 月に IBC 締結先のハワイ「Kaimuki 

Club」から代表者の一人である Mr. Raymond 

Seto さんが台湾・台北での国際大会参加の帰りに

来日される機会に皆で歓迎する計画を練ってい

ます。沖縄那覇クラブの屋良会長や皆さんが湘

南・沖縄部の部大会などで本土に来られた時には

お会いして「交流」を今年もいたします。 

３．「YMCA との協働」 

毎年 10月には経堂のすずらん通りにてYMCA南

センターの職員、リーダー（OB も含む）等とワ

イズメン関係者一同が一緒になって「楽しいバザ

ー」を開催しています。終わって、ワイズから若

者をお茶会に誘ってねぎらいをするのが恒例と

なっています。また、2017 年 3 月には YMCA と

協働で街頭募金を行い、YMCA-ワイズの一体感を

継続しております。 

 

 

目黒らしさ 

東京目黒クラブ会長 
村野 繁 

主題：「50 周年を迎えて再出発」 
 

クラブ創立 50周年迎える今

年度です。会長主題は継続

して「50 周年を迎えて再出

発」です。 

目黒クラブらしい会員獲得

の手段を考えて、まず昼間

の例会をアピールします。

伊丹直前部長のクラブ評価

では、東京目黒クラブは地

域奉仕活動に努めていないと評されました。たしかに

思い当たることがあります。新会員とも相談して目黒

らしい CS活動を考えたいと思っています。 

会員獲得をクラブなりに積極的に進め、東新部のメ

ーリングリストの活用、FACEBOOK をどの位活用で

きるかです。結果は寝て待つことにします。今年の東

新部大会の会場で「東京目黒クラブ」50 年間の活動

を参加者に紹介します。今年度でけりをつけようと思

います。 
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東京まちだクラブ活動の指針 

東京まちだクラブ会長 

後藤邦夫 
主題：「新クラブと共にワイズを更に楽しもう」 

 
1. 前年度、私たち東京ま

ちだクラブは、東京コスモス

クラブと共同して、新クラブ

の設立を実現した。伊藤幾

夫委員長（コスモス）・設立

準備委員会の皆様のご努

力に感謝する。 

＜新クラブ＞：東京多摩

みなみワイズメンズクラブ

（設立総会時：会員 15名） 

・設立総会の開催：2016 年 5 月 22 日（日）。設立

総会会場：Conti 多摩センター（チャーター

ナイトも、この会場を予定） 

2. そして、本年度７月１７日（日）、多くの祝福を受

けて、チャーターナイトを開催する。親クラブとしての

役割を確実に果たす。そして、この喜びこそが、自ク

ラブ再生への力となる。 

3. 共同ホスト・東京コスモスクラブとの連携を深め

つつ、新クラブの活動を見守り、交流・支援の継続を

始める年度として、今年度の活動を進める。 

4. 今年度・会長主題の願い 

a) 新クラブの溌剌とした活動を見守り、交流・支

援を続けつつ、子クラブからの若い力をも大い

に受けて、自クラブ再生・拡張の力となることを、

期待する。 

b) 老齢のクラブ会員仲間として、各自が夫々に

歩んできたその尊さを互いに学び感得しながら、

小さな奉仕の心を失わず、ワイズの豊かさを更

に深める楽しいクラブにしたいと願う。そして、若

手メンバーの加入をも全く妨げない、魅力あるク

ラブとなるように努力する。 

c) 近年、東京まちだクラブは、各月の例会“出

席率”のほか、“ワイワイ指数”をも大切に認識す

る努力を進めてきた。他クラブからのビジター以

外にも、家族・近隣の友人など“ゲスト”と呼ばれ

る人たちをも多く招いて、例会が開催できるよう、

工夫・検討を続けたいと思う。 

 

例会が、メンバー各自の生きがいに繋

がることを 

東京コスモスクラブ会長 

権藤徳彦 
主題：「快復力あるワイズダムへ、いのちよ、健

やかに」 

 

この新年度は、祝福の新ク

ラブ「東京多摩みなみ」ワ

イズメンズクラブのチャータ

ーで開幕です。新しいクラ

ブの誕生は、そのスポンサ

ークラブとワイズダムやコミ

ュニティーにも、新しい成

長への刺激を与え、未来

がより健やかに展開される

ことを願っています。 

私たちのクラブは創立 20年、7名からの始まりです。 

徐々にクラブの軽エネルギーの活性・循環と、軽スト

レス化で快復力の成長を楽しみに、この一年をスタ

ートします。今期のゴールは、「クラブ例会」が、メンバ

ー各自の生きがいに繋がることが第一です。「ブリテ

ンとホームページ」が、軽快に、東京町田 YMCA と

東京まちだクラブとも連携した東京コスモスの活動を、

コミュニティーに繋がる喜びとして発信し、「コスモスメ

ンバー」が、願わくは、７名から 10 名に、更に次期は

15名、次次期は 20名となる中期を見透し、そのため

の工程開発に、多忙なメンバーながら各自の力を合

わせる年となります。 

新しいワイズダムの上に、東新部のリーダーシップの

一致した前進とご指導・ご声援をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京多摩みなみワイズメンズクラブ 

チャーターナイト 

 

日時：2016 年 7 月 17 日（日） 
16:00-19:00 

会場：コンティ多摩センター 
（京王、小田急、多摩モノレール・多摩センター駅） 

会費：7,000 円  
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一人ひとりが賜物を持ち寄って 

東京センテニアルクラブ会長 
申 鉉錫 

主題：「力を合わせてクラブを盛り上げよう」 

 

2015-16年度は、創立10年

の節目を機に、創立 10周年

記念祝会の開催（2 月）、

IBC である金海クラブ（韓国）

との交流再開（2 月、6 月に

相互訪問実施）等を実現し、

クラブの再興を誓った年度

であったが、残念ながら、年

度末をもって主力メンバーが

退会する等、クラブ運営の厳しい状況は継続してい

る。 

2016-17 年度も再度「力を合わせてクラブを盛り上げ

よう」を主題として、少数ではあるが、一人ひとりが賜

物を持ち寄り、力を合わせ、会員増強、クラブ活動の

益々の発展を目指したい。 

毎月の例会は、都内の中心部で開催できるという恵

まれた地の利を生かし、留学生をはじめとするユース

も招きながら、一層の内容充実をはかる。 

在日本韓国 YMCA が今年 4 月創立 110 周年式に

おいて、これからも世にあって小さくされている人々と

共に歩み、多文化共生の実現を目指して働き続ける

ことをあらためて宣言したのに呼応し、私たちのクラ

ブも、これまで以上にパレスチナ支援プログラム（現

地プログラムへの派遣、オリーブ平和映画祭開催等）、

日韓交流プログラム（日本と韓国。童謡の集い等）の

共催成功、発展のために、クラブを挙げて尽力する。 

再開した IBC 金海クラブとの交流も、継続できるよう

努力する。 

困難に直面している私たちのクラブの状況をいつも

おぼえ、祈りによって、またさまざまな支援によってお

支えくださっている東新部各クラブの皆様にこの場を

借りて、厚く御礼申し上げると共に、新年度も引き続

きご支援ご協力をいただきますよう、重ねてお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

2016-2017年度の活動計画 

信越妙高クラブ会長 
福澤系司 

主題：「小さな善意の実践が、地域を世界を癒

す」 

 

Ｙサとして、東京 YMCA 妙

高高原ロッジの芝刈り・周辺

部の草刈り・花壇の造成管

理を続けており、昨年度は

加えて白樺苗木の植栽を試

みたところであり、今年度は

夏季シーズン前に、ロッジ

入口に設置されているロッ

ジ看板の補修を計画してい

ます。 

CS としては、地元知的障碍者施設「りんどうの里」支

援も定着し、野菜類の栽培・管理、ソバの栽培、草刈

りおよび花の植え付け管理に汗して、施設の要請に

応えると共に施設利用者との交流を深め、自立支援

の一助に繋がればとの思いから今年度も継続したい

と考えています。 

 

 
どうぞよろしくお願いいたします 

（仮）東京多摩みなみクラブ会長 
石田孝次 

「主題：友情と地固め」 

間もなく皆さまのお仲間に加

えていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。まず

は、メンバーがお互いに良く

知り合い、友情を深め、これ

からのクラブの活動の地固め

をしていきたいと思います。7

月 17 日のチャーターナイト

にはぜひ多くの方々にお越

しいただ

き、お励ま

しいただ

ければ幸

いです。 
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2016.4.16東新部第3回評議会で承認済み

2016-2017 2015-2016 2014-2015

収入の部 予算 予算 決算

前期繰越金 0 0 210,072

部費 343,800 327,600 417,600 前期+後期88名、後期のみ15名

クラブYVLF負担金 80,000 80,000 100,000 8クラブ

東日本区事業補助 128,500 129,700 137,800 10万円＋95名×300円（主事含む）

その他収入 0 0 51,500

特別会計から繰入 0 309,700 42,125

合計 552,300 847,000 959,097

支出の部

YVLF負担金 160,000 160,000 200,000 2万円×8クラブ

部長活動費 24,000 48,000 60,000

部役員活動費 30,000 51,000 60,000

部会関連事業費 80,000 120,000 150,000 2015-16年度実績：105,889円

評議会・役員会費用 30,000 45,000 75,480 役員会は部長オフィスで開催する

事務費 5,000 10,000 12,988

コピー・印刷費 10,000 20,000 42,737 各種大量印刷は内部で行う

通信費 25,000 25,000 10,460

部報作成費 10,000 48,000 47,600 内部で印刷

広報費 24,000 24,000 30,000

STEP派遣支援費 0 10,000 0

BF代表等受入費 10,000 20,000 0

セミナー等研修運営費 10,000 30,000 10,400

ユースコンボケーション支援費 20,000 30,000 0

信越妙高クラブ交通費補助 36,000 36,000 36,000

信越妙高クラブ訪問交通費補助 50,000 150,000 75,360 2015-16年度実績：146,366円(評議会開催）

表彰費 20,000 20,000 20,000

寄付金 0 0 87,243

雑費 5,000 0 22,638

予備費 3,300 0 18,191

次期繰越金 0 0 0

合計 552,300 847,000 959,097

収入の部
前年度繰越金 800,000 1,073,547 1,227,672 2015-16年度実績、支出予測をもとに想定
ＣＳ資金収入 0 0 0
ASF資金収入 0 0 0
その他収入 0 0 0
経常会計からの繰り入れ 0 0 0

合計 800,000 1,073,547 1,227,672

支出の部
新クラブ設立支援金 50,000 0 0
CS事業費 50,000 100,000 50,000
ASF事業費 50,000 70,000 20,000
クラブ入会費補助 120,000 0 42,000 6,000円×20名
経常会計への繰り入れ 0 309,700 42,125
次期繰越金 530,000 593,847 1,073,547

合計 800,000 1,073,547 1,227,672

2016-2017年度　東新部　予算

【特別会計（東新ファンド ）】

【経常会計】

備考

2016-17年度まで各クラブからの徴収を停止中

クラブ名 役職名 氏    名

東京 部長 細川    剛

東京コスモス 次期部長 伊藤　幾夫

東京むかで 直前部長 伊丹　一之

東京 部書記 田中　博之

東京 部会計 加藤  義孝

東京むかで 地域奉仕事業主査 神保伊和雄

東京世田谷 会員増強事業主査 太田  勝人

東京 国際・交流事業主査 進藤  重光

東京 ユース事業主査 大槻　展子

東京むかで 部選出代議員 伊丹　一之

東京目黒 部大会実行委員長 村野　　繁

東京 部ヒストリアン 松田  俊彦

東京 部ウェブマスター 長澤  山泰

東京 メネット連絡員 細川　俊枝

東京 部ＬＴ委員長 長澤　　弘

東京 佐藤  茂美

東京世田谷 太田  勝人

東京 部担当主事 松本　数実

会長 比奈地康晴

副会長 木村　光晴

直前会長 進藤  重光

書記 江口耕一郎

会計 亀井　大輔

会長 土井  宏二

副会長 伊阪　哲雄

直前会長 森本  晴生

書記/副書記 鈴木  健彦

会計/副会計 今井　武彦

会長 岩﨑    弘

副会長 寺門　文雄

直前会長 太田  勝人

書記 石井  俊二

会計 小原  武夫

会長 村野    繁

副会長 村野  絢子

直前会長 福島    正

書記 福島    正

会計 根本  幸子

会長 後藤  邦夫

副会長 谷治　英俊

直前会長 山田  スエ

書記 平本　善一

会計 谷治　英俊

会長 権藤  徳彦

副会長 松香  光夫

直前会長 井川　重夫

書記 今村　路加

会計 中移  庸介

会長 申  鉉  錫

副会長 ―

直前会長 中川  直美

書記 田附　和久

会計 徐  鍾  煥

会長 福澤  系司

副会長 豊岡  一久

直前会長 ―

書記 豊岡  一久

会計 小林  明彦

会長 石田　孝次

副会長 伊藤　幾夫

副会長 綿引　康司

書記 田中　博之

会計 深尾　香子

2016-2017年度 東新部部役員・クラブ役員一覧

東京

東京むかで

東京世田谷

東京目黒

東京多摩みなみ

東京まちだ

東京コスモス

東京センテニアル

信越妙高

部監事
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2016/7/１現在

年 月 強調月間

4 9-10 第3回役員会（現・次期合同） 16 第3回評議会/次期クラブ役員研修会 

5 21 部事業・運営引継会

22 東京多摩みなみクラブ設立総会

3 第4回役員会

4-5 第19回東日本区大会（長野）

9 第１回役員会 1 部報1号発行 

キックオフ 10 各クラブ前期半年報提出(部長まで) 部長公式訪問（各例会）

YMCAサービス 15 部長は半年報を纏め、会員増強事業主任へ 13 第1回役員会 (細川事務所)

ＡＳＦ 15 部費・ＹＶＬＦ負担金請求書発送

RBM 17 東京多摩みなみクラブチャーターナイト

23 第１回評議会（東陽町）

31迄 前期区費請求書発送      

ＣＳ　　　　　 15 前期区費納期 31 部費・ＹＶＬＦ負担金納期 １－７ 国際ユースコンボケーション(台北)

             ４－７ 国際大会(台北)

8 アジア地域議会（台北）

27 北海道部部会 27 東京YMCA夏祭り

ユース 17 北東部部会  国際議員推薦

 国際会長候補者推薦

ユースボランティア・リーダーズフォーラム 25 富士山部部会 22 東京YMCAチャリティーラン

 EMC/E 8 東新部部大会（AYC） 1-2 湘南･沖縄部部会  国際半年報

ＹＥＳ 　　　　　　　　　 15 関東東部部会 8-10 日本YMCA大会

22 あずさ部部会 9 東山荘新本館献堂式

29 次期部長･事業主任研修会

ワイズ理解 5 第2回役員会 9 第2回役員会 (細川事務所)

ファミリーファスト 10 ワイズデー 12 第2回評議会（高尾の森ワクワクビレッジ）

EMC/MC 8 祈りの輪 9-11 アジア太平洋地域・韓国地域

合同ＲＤＥトレーニング(台中）

11-12 アジア地域年央会議（台中）

 国際役員投票

IBC/DBC 1 部報2号発行 在京ワイズ新年会

10 各クラブ後期半年報提出(部長まで) 28 次期部役員準備会①

15 部長は半年報を纏め、会員増強事業主任へ 国際役員投票スイス必着

31迄 後期区費請求書発送

ＴＯF 15 後期区費、各種献金、ＢＦ使用済み切手納期 部長公式訪問（各役員会）

フレッシュワイズセミナー

4-5 東西日本区交流会（東山荘）

10 各種献金納期

ＢＦ ４－５ 次期クラブ会長及び　　 25 次期部役員準備会②

メネット 　次期部役員研修会

10 代議員会告示

ＬＴ 7 代議員会議案締切 12 第3回役員会 (細川事務所)  国際半年報

８－９ 第３回役員会 22 第3回評議会/ 東西理事連絡会議

次期クラブ役員研修会（東陽町）

EF/JEF 2 代議員会議案送付 20 部事業・運営引継会

15 JEF ｴﾝﾄﾘｰ締切

評価 2 第４回役員会(川越）

3 代議員会(川越) 日本ＹＭＣＡ同盟協議会

３－４ 第２０回東日本区大会 (川越）

10-11 西日本区大会(熊本市）

  

 １１　

 １２

 １

 ２

2016-17年度　東日本区・東新部行事予定表

東日本区行事・報告・送金 他部・西日本区　 国際・YMCA東新部

6

 ３

 ４

 ５

 ６

2
0
1
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テーマ：  

今チャレンジ、子供をマラリアから守ろう！ 

Roll Back Malaria Partnership 

 

ワイズメンズクラブ国際協会では、国際赤十字赤新月社連盟と

協働し、特に 5 歳未満の子供の命を脅かしているマラリアの撲

滅キャンペーンを世界レベルで実施

しています。この部大会ではファミリ

ーステージ・講演を通じて、さらに多く

の方にその取り組みをお伝えしてい

きます。 

 

開催日：2016 年 10 月 8 日（土） 

会場：アジア青少年センター スペース Y 
（AYC・在日本韓国 YMCA JR 水道橋駅徒歩 5 分） 

ゲスト：  

谷本賢一郎氏(ミュージ

シャン、ＮＨＫ子供番組「フックブ

ッククロー」平積傑作役) 

 

狩野繁之氏（国立国際

医療研究センター研究所 熱

帯医学・マラリア研究部部長） 

 

  

プログラム： 

第 1 部： 10:30-11:30 第 20 回東新部部大会（終了後昼食・懇親会） 

第 2 部： 14:00-16:00 ファミリーステージ・講演（一般公開チケット・1 人 1,000 円） 

◇マラリアから子ども守ろう！谷本賢一郎ファミリーステージ 

◇コワーイ蚊で病気にならないための狩野繁之先生のお話 

部会参加費（メン・メネット・ビジター）：3,000 円（食事代・一般公開チケット代金含む） 

東新部部長 細川 剛  部大会実行委員長 村野 繁  副委員長 吉岡紀久雄 

部大会ホストクラブ 東京目黒ワイズメンズクラブ 協力 東京ワイズメンズクラブ 

第 20 回東新部部大会 
 


