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――――    20202020 周年を迎えた東新部この周年を迎えた東新部この周年を迎えた東新部この周年を迎えた東新部この 1111 年年年年    ――――    

東新部部長東新部部長東新部部長東新部部長    細川細川細川細川    剛（東京）剛（東京）剛（東京）剛（東京）    

昨年度の東新部は、7 月 17 日の東京多摩みなみクラブのチャーター

で始まりました。実質 11 名の会員増加となりました。 
その勢いにのって、10 月８日の第 20 回の東新部部大会は、東新部全

クラブの協力のもと、外務省、千代田区、東京 YMCA および在日本

韓国 YMCA の後援を得て、ワイズに於ける RBM を広く外部に発信

する一般公開プログラム「今チャレンジ、子どもをマラリアから守ろ

う！」を行い、会場が満員となる 220 名の参加者（内ワイズ 88 名）

を集めました。ロールバックマラリアそしてワイズ・YMCA の PR を

行うことができ、一般参加者および関係者により献金 135,770 円（蚊

帳 170 張り相当）が捧げられました。私たちにとってまさに「チャレ

ンジ」でしたが、大きな成果を挙げることができました。 
しかし、残念なことにこの大会のホストを最後に会員の減少と高齢化

に伴い東京目黒クラブが 11 月に解散しました。 
2 月 18 日には東新部 LT 委員会が企画した EMC シンポジウムが部を超えて開催され、大変インパクト

のある催しとなりました。 
各クラブ報告にありますように、東新部の各クラブが、それぞれ素晴らしい CS 活動を行って頂きました。今年
度からの新たな CS活動としては、2月 28日～3月 2日に行われた信越妙高クラブの「シニアスキーキャンプ」
と 5 月 14 日～17 日に行われた東京むかでクラブの「シニア Y･Y･Y キャンプ」とが挙げられます。それぞれ元
気なシニアに向けての「ワイズの良さ」を、自信をもって外部発信する素晴らしいプログラムであると思います。次

年度に向けてプログラムの進展を期待しております。 
最後に、小生が体調を悪くした 11月からは、田中博之書記、伊丹一之直前部長、伊藤幾夫次期部長には全面
的にバックアップして頂き、6 月の東日本区大会で、東新部が望外の理事特別賞を受賞しましたことは、田中博
之メン同じく理事特別賞を受賞されたことからも、改めて東新部の多士済々のメンバーの働きの素晴しさが評価

され表彰されたものと思います。 
(役職名：2016-2017 年度のもの。「昨年度」：2０16-2017 年度。以下部報を通じて同じ)  
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１．前期半年報集計 
7/01 会長へ前期半年報依頼メール 
7/10 半年報、部長まで報告〆切 
7/15 半年報、東日本区事務所と会員増強事業

主任へメール 
 
２．部報 1 号作成（通巻 50 号） 
5/21 原稿依頼メール発信（〆切 6/19） 
6/30 版下完成、東新部ウェブにアップ 
7/01 メールにて発行 

その後印刷、各クラブへ配布 
 

３．部長第 1 回公式訪問 例会 
6/06 訪問日と訪問随行者募集のメール発信 
7/05 東京多摩みなみクラブ訪問 
7/11 東京まちだクラブ訪問 
7/12 東京クラブ訪問 
7/13 東京目黒クラブ訪問 
7/14 東京センテニアルクラブ訪問 
7/15 東京世田谷クラブ訪問 
7/19 東京むかでクラブ訪問 
7/23 東京コスモスクラブ訪問 
7/28 信越妙高クラブ訪問（妙高高原ロッジ泊） 
 

４．東日本区第 1 回役員会 
6/08 区役員会案内メール受信 
7/11 第 1 回東日本区役員会（同盟会議室） 

 
５．東京多摩みなみクラブ設立 
7/05 第 2 回仮例会（コンティ多摩センター） 
7/17 チャーターナイト(コンティ多摩センター) 
 東新部より入会金援助 6.6 万円贈呈 
 

６．東新部 1 回役員会、評議会 
6/18 第 1 回役員会、案内メール発信（書記） 
7/01 第 1 回評議会、案内メール発信（書記） 
7/13 第 1 回役員会（細川事務所） 
7/23 第 1回評議会（東陽町センター視聴覚室） 
 

７．部費納入 
7/23 第 1 回評議会で説明（会計） 
7/27 納入お願いメール発信 請求書添付(会計) 
8/31 部費納入期限 
 

８．第 20 回東新部部大会 
6/28 第 1 回部大会実行委員会～ 
7/01 部大会の案内、部報 1 号他にて 
 部内各クラブへ部会宣伝のため訪問 
 近隣部会へ宣伝のため訪問 

 
 
 
 東京YMCAと在日本韓国YMCAの後援 
    千代田区と外務省の後援 
10/08 第 20 回東新部部大会 

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 狩野繁之氏の

「蚊はなぜコワーイのか！？」講演 

子どもたちに人気の谷本賢一郎氏の「フ

ァミリーステージ」（コンサート） 
 

９．東日本区第 2 回役員会（次期部長代行） 
9/29 区役員会案内メール受信 
10/23 東新部活動報告原稿メール提出 
11/07 第 2回東日本区役員会（東陽町・社体専） 
 

１０．第 2 回役員会、評議会（直前部長代行） 
10/13 第 2 回役員会、案内メール発信（書記） 
10/13 第 2 回評議会、案内メール発信（書記） 
11/09 第 2 回役員会（細川事務所） 
11/12 第 2回評議会（高尾の森わくわくビレッジ） 
 

１１．部長通信 
10/04 部長通信(メルマガ)10 月 4 日号を配信 
 

１２．次期部長・区役員研修会 
10/29 四谷、日本 YMCA 同盟会議室 
 
 

東新部東新部東新部東新部 2016-2017 年度の記録年度の記録年度の記録年度の記録 
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１３．後期半年報集計 
1/04 会員増強事業主査より各クラブへ後期半年

報依頼メール発信 
1/14 半年報、東日本区事務所と会員増強事業主

任へメール 
 

１４．次期部役員準備会 第 1 回 
1/06 案内メール受信（LT 委員長配信） 
1/28 次期部役員準備会 第 1 回（東陽町多目

的室） 
 

１５．第 2 回東西日本区交流会 
2/4-5 東山荘 
 

１６．部長第 2 回公式訪問 役員会または例会 
2/28-3/2 信越妙高クラブ ワイズシルバースキ

ーキャンプ（トムソーヤ泊） 
3/09   訪問日と訪問随行者募集のメール発信 
3/21   東京多摩みなみクラブ役員会（ベルブ永山） 
3/24   東京世田谷クラブ第 2 例会（南センター） 
3/28   東京むかでクラブ第 2 例会（東陽町） 
4/01   東京コスモスクラブ第 2 例会 

（町田市民フォーラム） 
4/10 東京まちだクラブ例会 

(町田市民フォーラム) 
4/11 東京クラブ例会（東陽町） 
4/13 東京センテニアルクラブ例会（AYC） 
 

１７．各種献金 
3/15 納期 
   目標達成 
 

１８．東新部EMCシンポジウム（会員増強事業主査） 
10/15 三部合同案提案 
11/24 打合(次期部長） 
12/21  メール添付ファイルにて案内 
12/26 ワイズドットコムへ発信 
2/18 東新部EMCシンポジウム(山手センター) 

決意表明を採択・発信した 
 

１９．次期クラブ会長・部役員研修会 
1/27 研修会案内メール受信（次期部長発信） 
3/4-5 次期クラブ会長・部役員研修会（東山荘） 
 

２０．東日本区第 3 回役員会（次期部長代行） 
3/03 区役員会案内メール受信 
3/23 東新部活動報告原稿メール提出 
4/8-9 第3回東日本区役員会(えすぽわーる伊佐沼) 

２１．第 3 回評議会兼次期クラブ役員研修会 
3/21 第 3 回役員会、案内メール発信（書記） 
3/23 第 3 回評議会、案内メール発信（書記） 
4/12 第 3 回役員会（細川事務所） 
4/22 第 3回評議会（東陽町センター視聴覚室） 

エクステンション委員会設置を承認 
  

２２．メモリアルアワー原稿依頼 
4/28 メモリアルアワー原稿依頼を受信（区書

記より）、〆切 5/15 
 

２３．部内各クラブ活動報告原稿依頼 
4/22  第 20 回東日本区大会で発表するクラブ 

活動報告原稿と写真 2-3 枚の提出依頼 
〆切 5/15 

5/03  メールにてリマインド（書記） 
5/23  区書記へクラブ活動報告原稿提出 
 

２４．区大会での部長報告 
4/09  区大会での部長報告パワーポイント原稿 

の提出依頼（区役員会にて）、〆切 5/3 
5/23  部書記にて編集後、区書記へ原稿送付 
 

２５．事業・運営 中間引継会 
4/25 メールにて案内（LT 委員長） 
 引継資料提出期限 5/13 
5/20 事業・運営 中間引継会（東陽町センター

多目的室） 
 
２６．東日本区定款改訂委員会 

7/30 第 1 回委員会（YMCA 同盟会議室） 
10/23 第 2 回委員会（YMCA 同盟会議室） 
2/24 第 3 回委員会（YMCA 同盟会議室） 
3/19 第 4 回委員会（YMCA 同盟会議室） 

 
２７．第 20 回東日本区大会 

6/03-04 ウエスタ川越 
理事特別賞：東新部 
LT優秀賞：東新部 LT 委員会 
最優秀クラブ：東京クラブ  

 
２８．部報 2 号作成（通巻 51 号） 

5/03 原稿依頼メール発信（書記）、〆切 7/15 
 
２９．東新部 20 周年記念誌編集委員会 

7/27 第 1 回編集委員会（細川事務所） 
9/27 第２回編集委員会（細川事務所） 
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トロイカトロイカトロイカトロイカ体制万全体制万全体制万全体制万全 

次期部長次期部長次期部長次期部長 
伊藤幾夫伊藤幾夫伊藤幾夫伊藤幾夫（（（（東京東京東京東京多摩みなみ多摩みなみ多摩みなみ多摩みなみ）））） 

2016～2017 年度の東新部トロイカ体制は万全で

した。 
細川部長は 10 月の部大会でリーダーシップを発

揮し大成功に導きました。東新部第 20 回記念大

会にふさわしく、従来の「ワイズだけの大会」の

殻を破り、一般市民への参加も呼びかけ、過去最

高の 220名もの参加者がありました。大会後、細

川部長は体調を少し崩し、12 月までは直前部長の

伊丹一之さん、１月以降は次期部長の伊藤が代役

を務めました。ほどなく、細川部長も回復されま

した。この間、東新部は第 2 回評議会、東日本区

定款改訂検討、EMC シンポジウムなどがありま

したが、滞りなく展開されました。東新部のトロ

イカ体制が名実ともに万全であることの証とな

りました。 
 

    

部長の部長の部長の部長のサポート役としてサポート役としてサポート役としてサポート役として    

直前部直前部直前部直前部長長長長 
 伊丹一之（東京むか伊丹一之（東京むか伊丹一之（東京むか伊丹一之（東京むかで）で）で）で）    

直前部長の役割は、部長経験者として部長をサポ

ートすることと、次々期部長の候補者を指名する

ことが挙げられます。 
次々期部長には、東京むかでクラブの神保伊和雄

さんを指名することができ、第 2 回評議会で承認

されました。 
細川部長の献身的な広報活動が功を奏し、第20回
東新部部大会は「今チャレンジ、子供をマラリア

から守ろう！」のテーマで、220名もの出席者を

得て、大成功に終わりました。 
しかし、その後から部長が体調を崩され、ワイズ

の行事に出席することが困難になり、昨年 11 月

の「第 2 回評議会」、そして今年 2 月の「EMC シ

ンボジウム」は、部長代行として勤めさせていた

だきました。 
 

 

 

 
 
次期に繋げ、さらに発展を次期に繋げ、さらに発展を次期に繋げ、さらに発展を次期に繋げ、さらに発展を 

書記書記書記書記 
田中博之田中博之田中博之田中博之（（（（東京東京東京東京多摩みなみ多摩みなみ多摩みなみ多摩みなみ）））） 

11 年ぶりの東新部書記でした。皆さまのご協力に

感謝いたします。 
昨年度、東新部はさまざまな取り組み、イベント

を行いました。東京多摩みなみクラブのチャータ

ー、一般公開を行い、多くの参加者を得られた部

大会、初の開催ながら、他部からの参加者も得ら

れ、有意義な集まりとなった EMC シンポジウ

ム・・・。また、各クラブでも新しい CS、Yサ事

業に取り組むなど、実に「理事特別表彰」の名に

恥じない 1 年であったと思います。 
これらの取り組みを 1 年限りのものとせず、発揮

されたパワー、得られた成功体験を次期に繋げ、

さらに発展させることが大切かと思います。幸い

（？）、今期も部書記を務めます。どうぞよろしく

お願いいたします。  
 

    

東新部会計を振り返って東新部会計を振り返って東新部会計を振り返って東新部会計を振り返って    

会計会計会計会計    

加藤義孝加藤義孝加藤義孝加藤義孝（東京）（東京）（東京）（東京） 
昨年度の東新部部長の推薦は、東京クラブの役目

であり直前会長（加藤）がその要請を承り、説得

する役目でした。クラブ全員一致で細川さんが推

薦されました。さてどう説得したら良いのかと思

案いたしましたが、皆さんの強い要望があり細川

さんの人望が東新部部長に相応しいとお伝えし

ました。いずれはやらなければいけないがまだ若

いし仕事も忙しいとのことでしたが、どうせやる

なら早いほうが良いのではとのお誘いに渋々お

引き受けくださいました。そこまではやれやれだ

ったのですがしばらくしたら東新部会計を引き

受けてくれと要請があり、断りきれない状況でお

引き受けいたしました。自分は元技術屋で経営も

していましたが、会計は不得意な分野で苦手意識

があり戸惑うことばかりでした。各クラブの皆さ

んには大変ご迷惑をおかけいたしました事をお

詫び申し上げます。特に田中書記には度々のご指

東新部部役員の振り返り東新部部役員の振り返り東新部部役員の振り返り東新部部役員の振り返り 
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導を頂き、決算報告ができましたことを深く感謝

いたします。振り返りますと、部大会が当初の予

算を上回り、この結果、経常会計も赤字を計上し、

次の会計に負担がかかることをお許し頂きたい

と思います。しかし、各種献金は、皆さんのおか

げにより目標を達成することができたことを御

礼申しあげます。1 年間のお支えを感謝いたしま

す。ありがとうございました。 
 

 
感謝感謝感謝感謝 

監事監事監事監事 
佐藤茂美佐藤茂美佐藤茂美佐藤茂美（（（（東京東京東京東京））））  

会員数が激減する中での東新部の活躍は素晴ら

しかった。優秀な部としての理事等別表彰を嬉し

く受け止めました。 
監査の報告時点で部費の使用、徴収を少し考えさ

せられました。前向きに有効に使えるように。部

運営マニュアルの活用にそって様々な検討がな

されたことも次に引き継がれていくでしょう。 
ここ 10 年の歩みにおいてよい締めくくりができ

たことを感謝しています。 
 

    

会計監査の次第会計監査の次第会計監査の次第会計監査の次第    

監事監事監事監事    

太田勝人（東京世田谷）太田勝人（東京世田谷）太田勝人（東京世田谷）太田勝人（東京世田谷）    

2017 年 6 月下旬、加藤会計から１年間の会計監

査をしていただきたいとの連絡があり、佐藤監事

―加藤会計―太田の間で打ち合わせをしました。 
7 月 4 日に丁度「東京多摩みなみクラブ」の７月

例会にお互い出席するということで例会開始の

１時間半前に永山の会場近くの喫茶店で会い、以

下を行いました。 
① １年間のお金の「入り」と「出」をチェックし

あい、会計処理は公正で適切に行われたこと

を確認しました。 
② 併せて、次期への繰越金と実際に銀行口座に

ある残高が一致することを確認いたしました。 
この一連のプロセスを経て佐藤監事と一緒に監

査した日付を記入し、押印して加藤会計に届けま

した。 
7 月 15 日に開催した東新部第１回評議会にて監

事報告をして、ご承認を得た次第です。 
細川部長、加藤会計担当、ご苦労様でした。  
    

地に足をつけた歩みを地に足をつけた歩みを地に足をつけた歩みを地に足をつけた歩みを    

地域奉仕事業主査地域奉仕事業主査地域奉仕事業主査地域奉仕事業主査    

神保伊和雄（東京むかで）神保伊和雄（東京むかで）神保伊和雄（東京むかで）神保伊和雄（東京むかで）    

1 YMCAサービス 
YMCA のプログラムへの参加取り組み。何が

できるのか、何をしなければならないのかを担

当主事との打ち合わせ・相談。 
2 CS（地域奉仕）の活動 

例えば歌の広場・歌声グループ・楽しい歌の出

前、江戸城ファミリーウォークや津波の教え石

設置（被災地支援）など特異な活動もあります。

シニア Y･Y･Y キャンプ、こども食堂の支援。

活動の場と新事業開発に対して積極的な取り

組みを。 
3 YMCA 会員率 100％を目指す 
4 ASF、FF、HIV/AIDS、環境 
これらも大事な取り組み課題です。できるもの

から手を出してみませんか？ 
最後に、ワイズメンズクラブ国際協会のメンバー

として、その意義や義務と責任について考える時

を与えられたとして、これからもみんなで地に足

をつけた歩みを共に続けようではありません

か？ 
この 1 年ありがとうございました。新たな 1 年の

足並みを揃えましょう！ 
 

    

会員増強事業会員増強事業会員増強事業会員増強事業、この、この、この、この 1111 年のハイライト年のハイライト年のハイライト年のハイライト    

会員増強事業主査会員増強事業主査会員増強事業主査会員増強事業主査    

太田勝人（東京世田谷）太田勝人（東京世田谷）太田勝人（東京世田谷）太田勝人（東京世田谷）    

１． 「東京多摩みなみクラブ」のチャーターナイ

トを迎えたこと 
キックオフの月に相応しく、2016 年 7 月 17 日

（日）、Conti 多摩センターにて目出度くチャータ

ーナイトを迎えることが出来ました。 
地域に根ざし、愛されるクラブとして、多摩市社

協川田常務理事のご挨拶、菅谷東京 YMCA 副総
主事、利根川理事よりのご挨拶を頂き、石田孝次

会長以下 14 名の会員を参加者全員、万雷の拍手
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をもって歓迎いたしました。また、遠く西日本区

の宝塚クラブからもお祝いに駆けつけて下さり、

ワイズの広がりを実感しました。 
この日を迎えることが出来たのも、伊藤設立準備

委員長、田中クラブ書記の良きリードがあったか

らこそと思っています。その上に、スポンサーク

ラブとなって尽力された東京まちだ、東京コスモ

ス、そして協力クラブとしての東京多摩武蔵野、

東京八王子の皆様に心から感謝申し上げます。 

東新部の現状を直視するにつけ、この新クラブ誕

生は、必ずや上昇反転のきっかけになるものと信

じております。100名を超す皆様のご参加に対し

て、本当に有難うございました。 
2. 東新部 20周年記念｢EMCシンポジウム｣を開

催できたこと 
2017 年 2 月 18 日(土)、東京 YMCA 山手センタ

ーにて、東日本区 LT 委員会のご協力と、他部の

方々を含む 42名の参加者を得て開催しました。 
特にワイズへの入会が“フレッシュ”な方々6 名
をパネラーとして招き、率直な意見を語っていた

だきました。パネラーの発言の後、42名が 6つの

テーブルに分かれ、そのグループ毎に「私共、ワ

イズに課せられている課題」を伊藤区 LT 委員長

のリードで議論し、各テーブルの代表者から議論

内容を発表してもらいました。建設的な意見が出

されました。 
締めくくりとして、“EMC シンポジウム参加者一

同”として「決意表明」を発表すると共に、ワイ

ズドットコムを通して広く会員皆さんにお伝え

しました。各クラブの発展のヒントになって活用

されますことを会員増強事業主査として願って

おります。 
なお、東新部 LT 委員会は、シンポジウムの成果

を風化させてはならないと考え、2017 年 9 月 7
日(木)に他の議題と共に「EMC シンポジウム」に

て話し合ったポイントを纏めて、今後の会員増強

に役立たせることを決めました。 

 
 
ワイズの強みを掲げて進むためにワイズの強みを掲げて進むためにワイズの強みを掲げて進むためにワイズの強みを掲げて進むために    

国際・交流事業主査国際・交流事業主査国際・交流事業主査国際・交流事業主査    

進藤重光進藤重光進藤重光進藤重光（東京）（東京）（東京）（東京）    

昨年度は、細川部長が大変尽力された、主題「今

チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」に

向かってご協力いただき、東新部の皆さまの国

際・交流事業へのご協力に深く感謝申し上げます。 
おかげさまで、昨年のスタート早々、2016 年 7 月

17 日（日）に「東京多摩みなみワイズメンズクラ

ブ」が 100名を超える参加者で盛大なチャーター

ナイトを挙行、2017 年 10 月 8 日（土）には 220
名の方にご参加いただき、第 20 回東新部部大会

も盛大に開催されました。また、翌 2017 年 2 月

4 日（土）-5 日（日）には、第 2 回東西日本区交

流会が田中委員長（東新部書記）のリーダーシッ

プのもと、日本 YMCＡ同盟・東山荘で 370名の

ワイズメン、メネットの参加で開催されました。

続く、2017 年 6 月 3 日（土）-4 日（日）に行わ

れた、第 20 回東日本区大会では、理事特別表彰

を東新部がいただく栄誉に与り、細川部長の晴れ

姿を見ることができるという大変嬉しく充実し

た１年間を与えていただきました。 
さて、ご承知のように、ワイズメンズクラブ国際

協会は、2006 年に国際連合経済社会理事会（以下

理事会と略）の「特殊協議資格（ Special 
consultative status）」を得て、理事会において協

議資格を持つ NGO となっています。この資格を

有する NGO は、4 年ごとに自らの活動と国連へ

の支援活動について、事務総長を通し理事会の

NGO 委員会に報告書を提出することが義務付け

られており、ワイズメンズクラブ国際協会はロー

ルバックマラリア（RBM）事業を UGP（Unified 
Global Project）事業として展開しています。UGP
事業とは全世界のワイズメンが統一して、特定の

プロジェクトの支援に取り組み、集中することで、

大きな成果が期待できるとともに、地域社会・世

界におけるワイズメンの認知度を高める運動で

す。 
「何事かを成し遂げるのは、強みによってである。

弱みによって何かを行うことはできない。できな

いことによって何かを行うことなど、到底できな

い」。こう語るのは、マネジメント研究の第一人者、
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ピーター・ドラッカー博士ですが、私たちワイズ

においても、国内外における交流の中で弱点の改

善をしていくだけでなく、RBM 事業のような強

みや、得意な分野を堂々と掲げて、ワイズ全体で

アピールをする方策についても集中的に検討し

ていく必要があるのではないでしょうか。YMCA
のブランディングが間もなくスタートする記念

すべき新年度にあたり、東新部の万全の役員体制

も新たに始動いたしました。伊藤部長をはじめ、

比奈地国際・交流事業主査にこれら課題の引継ぎ

をお願いし、皆さまとご一緒に更なる努力を続け

ていくことができれば幸いです。 
 

 
LTLTLTLT 委員会の歩み委員会の歩み委員会の歩み委員会の歩み    

LTLTLTLT 委員長委員長委員長委員長    

長澤長澤長澤長澤    弘弘弘弘（東京）（東京）（東京）（東京）    

１）LT 委員会の開催 
第 1 回（2016.9.29）第 2 回（2016.10.27） 
第 3 回（2016.11.24）第 4 回（2016.12.12） 
を櫻井、伊丹、伊藤、太田、長澤の 5 委員に必要

に応じて関係の方を交えて開催し、部則の改訂、

マニュアル改訂、EMC シンポジウム方針、次期

役員準備会方針等打ち合わせを行いました。 
２）EMC シンポジウムの実施 
LT 委員会で議論した結果を踏まえ、会員増強事

業主査に協力し、従来のフレッシュワイズセミナ

ーに代えて実施しました（2017.1.18）。会員増強、

ワイズ活動活性化について率直かつ真剣な議論

が行われ有意義な結果を得ることが出来ました。

今期の LT 委員会として最も力を入れて議論した

企画です。 

３）次期部役員準備会の実施 
例年の通り、その 1（2017.1.28）その 2（2017.3.25）
に分けて東陽町センターで実施しました。次期東

新部役員の紹介、部役員の心得、次年度東新部の

方針・事業予定、次期東新、予算案、第 21 回東新

部部大会予定、各事業主査・専任委員の方針につ

いて発表していただき審議、情報の共有を行いま

した。 
４）次期クラブ会長・部役員研修会の実施 
今年度から第 3 回東新部評議会と一体として実

施。時間短縮、今年度討議との情報共有に効果

を上げました。 
５）東新部事業・運営引継ぎ会議の実施 
新旧の部役員出席により引継会議を実施しまし

た（2017.5.17）。円滑な情報の引継ぎを行うこ

とが出来ました。 
     

    

ヒストリアンヒストリアンヒストリアンヒストリアンからからからから    

ヒストリアンヒストリアンヒストリアンヒストリアン    

櫻井浩行（東京むかで）櫻井浩行（東京むかで）櫻井浩行（東京むかで）櫻井浩行（東京むかで）    

11 月の第 2 回東新部評議会にて、部ヒストリアン

の松田俊彦ワイズが一身上の都合で退任された

のを受けて、初代ヒストリアンを務めた私が再登

板いたしました。 
東新部 10 年史の編集に際し、資料不足を受けて

発足した職責です。東新部に関する文献および各

クラブの文献がありましたら、ぜひ私の手元へ送

付願います。 
各クラブのブリテンは各クラブにて保存・管理を

お願いいたします。なお、CS 事業、周年行事など

の資料も 1 部送付してください。 

 

    

ウェブマスターとしてウェブマスターとしてウェブマスターとしてウェブマスターとして    

ウェブマスターウェブマスターウェブマスターウェブマスター    

長澤山泰長澤山泰長澤山泰長澤山泰（東京）（東京）（東京）（東京） 
主に東新部ホームページ（以下 HP）とメーリン

グリスト（以下 ML）を担当しています部ウェブ

マスターの長澤山泰（ながさわたかひろ）です。 
東新部 HP→ http://www.jep.org/tohshin 

東新部所属メンバー、東西日本区のメンバーに何

とか東新部の HP を見てもらいたい。それには出

来る限りホットな情報を掲載したいとの思いで、

HP の運営に試行錯誤しています。 
部 HPは部長のアピールから、各クラブのブリテ

ン掲載、部規定集運営マニュアル、各種フォーム

にリンクしています。部内各クラブの例会・役員

会を始めとする行事予定、会員数、CS 活動の状
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況、出席率・献金等の各データー、メンバー構成、

クラブライフ等が良く分かります。各クラブのブ

リテンを開いて、他クラブの様子を覗いてみてく

ださい。きっと興味が湧きそうな例会が見つかる

でしょう。他クラブの例会に出席して、部役員＆

主査は PR を、メンバーは部内クラブメンバー同

士で良き交流を行いましょう。 
部内 ML も設定していますので、部長＆役員から

役員・事業主査・各会長への連絡もスムーズに行

われています。 
今年度も引き続きウェブマスターを務めますの

で、さらに充実した東新部の IT 化を目指して行

きたいと考えています。 
ご意見・ご希望がありましたら、ご連絡ください。 
今後の課題としては、掲示板をもっと活用してい

ただければと思います。 
掲載依頼の原稿・写真等は長澤までメールにて

お送りください。送付先 nagasawa@jep.org 

 
メネット活動のご報告メネット活動のご報告メネット活動のご報告メネット活動のご報告    

メネット連絡員メネット連絡員メネット連絡員メネット連絡員    

細川俊枝細川俊枝細川俊枝細川俊枝（東京）（東京）（東京）（東京） 
第 20 回東新部部大会では、第 1 部、第 2 部の

受付、マラリア蚊帳の寄付受付及び寄付をして

下さった方へ贈る感謝カードへのお名前の記

入を担当しました。また、昼食懇親会では、東京

クラブメネット会より手作りケーキ120個とフル

ーツプレートを提供。部大会より頂いたケーキの

代金 2万円を東日本区メネット国内プロジェクト

の YMCA の施設へ絵本を贈る活動へ寄付するこ

とが出来ました。 
 
 

東日本区関係 
1．第 20 回 東日本区ワイズメネットのつどい 
2． 第2回東西交流会「メネットアワーin御殿場」 

東西各クラブの活動状況など意見交換、バザ 
ーを行い売上金 55,120 円は東山荘 100 年募

金へ 
3．第 20 回東日本区大会ワイズメネットアワー開催 
4．国内プロジェクト「絵本を贈る活動」9YMCA、

54施設へ 162冊の絵本を発送 
 

2222016016016016----2017201720172017 年度を振り返って年度を振り返って年度を振り返って年度を振り返って    

担当主事担当主事担当主事担当主事    

松本数実松本数実松本数実松本数実（東京）（東京）（東京）（東京）    

2016～2017 年度の東新部担当主事を務めさせて

頂きました松本数実です。いつも YMCA をお支

え頂きありがとうございます。この１年で最も印

象に残っているのは部大会で多くの YMCA の子

供たち、保護者がコンサートに来てくれたこと、

私自身も蚊の役をやらせて頂いたことなどです。

ロールバックマラリアについてのよいアピール

の機会にもなったと思います。YMCA とワイズが

一体となり行うことができた部大会は正に東新

部の歌の通りですし、私にとっても大変よい勉強

になりました。ありがとうございました。 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7月1日人数

目標額 献金額 (内切手) 目標額 献金額 目標額 献金額 目標額 献金額 目標額 献金額 目標額 献金額 目標額 献金額 (功労会員を除く）

東京 35,000 71,688 21,038 14,000 22,200 14,000 27,000 56,000 104,000 36,400 51,800 22,400 110,000 14,000 21,500 191,800 408,188 28

東京むかで 18,750 20,000 0 7,500 8,000 7,500 0 30,000 32,000 19,500 20,800 12,000 12,800 7,500 0 102,750 93,600 15

東京世田谷 12,500 12,500 0 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 13,000 13,000 8,000 8,000 5,000 5,000 68,500 68,500 10

東京まちだ 8,750 1,250 0 3,500 1,000 3,500 7,000 14,000 2,000 9,100 1,000 5,600 1,000 3,500 1,000 47,950 14,250 7

東京コスモス 10,000 3,125 0 4,000 1,250 4,000 1,250 16,000 5,000 10,400 3,250 6,400 4,000 4,000 2,500 54,800 20,375 8

東京センテニアル 10,000 0 0 4,000 0 4,000 0 16,000 0 10,400 0 6,400 0 4,000 0 54,800 0 8

信越妙高 8,750 3,000 0 3,500 3,000 3,500 3,000 14,000 3,000 9,100 3,000 5,600 3,000 3,500 2,000 47,950 20,000 7

東京多摩みなみ 17,500 19,510 2,546 7,000 7,000 7,000 7,000 28,000 28,000 18,200 28,000 11,200 17,200 7,000 12,000 95,900 118,710 14

東新部としての献金 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 135,770 ー ー ー 135,770 ー

合計 121,250 131,073 23,584 48,500 47,450 48,500 50,250 194,000 194,000 126,100 120,850 77,600 291,770 48,500 44,000 664,450 879,393 97

クラブ名

RBM YES

総目標額 総献金額

CS ＡＳF FF BF TOF

2016-2017 年度 東新部献金一覧 
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外交の外交の外交の外交の 1111 年年年年    

東京クラブ会長東京クラブ会長東京クラブ会長東京クラブ会長    

比奈地比奈地比奈地比奈地康晴康晴康晴康晴    

既に公言しているところですが、私の会長職は、

「外交」に比重が大きい１年だったと言えます。 
まず、昨年８月に台北で国際大会があり、DBC の

京都キャピタルクラブさんが前年来積極的に推

進していた IBC 協定締結を、東京クラブの IBC
でもあり、台北国際大会開催の中心的クラブとし

て活躍した、台北アルファクラブさんとの間で進

めていましたので、大会中に我々東京クラブも一

緒に、「トライアングル」での IBC締結式を行う

ということで、会長として締結式参加をメインに、

まだ Y’s 歴の浅い私としては、初めての Y’s の海

外プログラム参加となりました。 

次に、今年２月に極寒の韓国ソウルで、IBC ソウ

ルクラブさんの70周年記念例会出席要請があり、

出席させていただきました。会場はソウル YMCA
で、老舗ソウルクラブさんと言うことで、ソウル

を中心に他の韓国のクラブさんも参加した記念

行事でした。更に、5 月の連休中のど真ん中の 5
日に、IBC 香港クラブさんの 85 周年記念例会が

あり、旅行手配に苦労しながら、クラブ名と同じ

名前の会場である、香港島にある香港クラブで、

やはり香港の老舗クラブとしての記念行事に参

加しました。ソウルも香港も、前回の周年記念行

事には、東京クラブからは多くの会員が団体とし

て参加できましたが、今回はどちらもグループと

しての交流を兼ねた再会は叶わず、会長と書記だ

けの寂しい参加でした。 
これらの「外交」を通じて痛感したのは、IBC の

課題とそれに伴うクラブ運営の共通的課題です。

１つは、クラブ間 IBC窓口等交流関係維持の問題

です。それは組織としての窓口間交流ではなく、

個人的交流をベースにしたY’sらしい IBC連携の

持つ問題です。他方、ソウルも香港も、我が東京

クラブと同じく、老舗として堂々と都市名しかつ

いていませんが、台北の国際大会では、折角だか

ら、台北アルファさんだけでなく、他の IBC クラ

ブとも交流プログラムをやりましょう！との話

が先輩会員から出発前に有ったのですが、蓋を開

けたら、ソウルも香港も参加者がなく、他から 
でもハワイ・ヒロの IBC から１名だけの参加でし

た。ここでの問題は、IBC 各クラブの高齢化によ

る活動の非活性化でした。ここで、「外交」が「内

政」に強く関連している側面が出て来ますが、残

念ながらこの「内政」について積極的に仕掛ける

ことができなかったのが大きな反省点です。任期

中、やはり「外交」と言えるかもしれませんが、

より多くの他クラブの例会等に積極的に参加し

ようと考え、子クラブさんである沼津クラブさん

の 50 周年記念例会を含め、できる限り交流の輪

を広げる事に努力し、他クラブさんの活動等で参

考になることを学ばせて頂きましたが、今後それ

らを活かしながら、東京クラブでの活動を中心に

Y’s の活動が出来ればと考えています。任期中の

クラブ内外の諸先輩等からのご鞭撻、ご指導に感

謝いたします。

 
    

「先ずはお返しの心で」の「先ずはお返しの心で」の「先ずはお返しの心で」の「先ずはお返しの心で」の 1111 年年年年    

東京むかでクラブ会長東京むかでクラブ会長東京むかでクラブ会長東京むかでクラブ会長    

土井宏二土井宏二土井宏二土井宏二 

会長を拝命し 2年目。昨年は「時間を守る」、今年

度は「先ずはお返しの心で」を会長主題として会

を運営してきました。本例会も開始 終了の時刻

はきっちりと守られ緊張を持った会を進めるこ

とができました。今年度は「先ずはお返しの心で」

全員参加、全員発言をモット―に議論が活発にな

り本例会も盛り上がりました。本例会の目的 意

義 第 2例会の目的 意義も理解し充実した例会に

なりました。そして一旦決まったことは全員で実

行する。陰でゴタゴタ言わない風土は出来たので

はないかと思っています。 

東新部各クラブ会長の振り返り東新部各クラブ会長の振り返り東新部各クラブ会長の振り返り東新部各クラブ会長の振り返り 
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＜例会状況＞ 

7 月 新年度発足例会会長方針 各役員方針説明 
8 月 野尻湖ファミリーキャンプ 
9 月 廣田総主事卓話  
10 月 山中湖でのシニア YYY プレキャンプ 
11 月 明日館での本例会 
12 月 クリスマス本例会 
1 月 神楽坂でシャンソンを楽しみながらの新年

例会等の特別例会 
2 月 ミニオークション 
3 月 会長研修会総括 
4 月 シニア YYY キャンプ最終打ち合わせ 
5 月 シニア YYY キャンプ実施 
6 月 菅谷総主事卓話 ゲスト諏訪治男氏 
東陽町から出ての本例会は新鮮で、来年も実行

したいと思います。 
＜重要テーマ＞ 
むかでクラブとして取り組んだ重要テーマを報

告します。 
① シニア YYY キャンプは 10 月に実施したプレ

キャンプでの問題点を整理し、5 月本キャン

プを成功させるべく 11 月から準備委員会を

立ち上げ毎月喧喧囂囂と意見を交わし全員で

取り組みました。大成功に終了出来ました。

来年度も実施の予定です。 

②つなみ石活動については定期的に石巻を訪問

し、関係者と調整し来季完成を目指しています。

③川口こども食堂支援については毎月訪問し、準

備 談笑 後片付け等のお手伝いをし、交流を深め

ています。 
会長個人としては 11 月に咽頭がんの手術をし、

その後の放射線治療等で 4 か月活動が出来ず、ク

ラブの皆さま、また、東新部の皆さまに対しても

ご迷惑をお掛けしました。深くお詫びします。 

 

    

成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題    

東京世田谷クラブ会長東京世田谷クラブ会長東京世田谷クラブ会長東京世田谷クラブ会長    

岩岩岩岩﨑﨑﨑﨑    弘弘弘弘 

１．クラブ活動内容： 
① 毎月の卓話者と卓話内容を数ヶ月前に皆で

決めて、例えば「老年学について」とか「先

進国での福祉介護の例」など、楽しくかつ学

び合えるワイズライフとなるよう知恵を出

し合ってきました。 
② 一方、東京 YMCA 南センターを拠点として

いる特徴を活かして、若きリーダーを 9 月か

10 月の例会に招いて「夏のキャンプ体験談」

を語ってもらい、交流と支援を行っています。 
③ また、10 月は YMCA との協働で「バザー」

を開催し、その収益金をリーダーの活動に役

立てています。バザーの終了後はワイズの負

担で楽しい交流会を開催しています。 
④ 3 月は東京西クラブとの合同例会を持ち、す

でに 30 数年継続し、昨年度は当クラブがホ

スト役を勤めました。 

２．成果： 
毎月の例会にて極力多くのゲストをお招き

することに力点をおいていて、12 月のクリス

マス祝会、2 月、3 月と参加された佐藤百合

子さんが 2017 年 7 月 21 日に入会する成果

に繋がりました。 
３．課題： 
一時会員数が 11名（内１名休会）にまで減少

したが、その後 2名増え、7 月にはもう一人

増えるところまできました。 
15名以上の会員になるよう、CS活動やEMC
活動を継続し、3 年間は 15 名以上をキープ

して“Good Standing”を得られるようにする

ことが課題であり、次期クラブ会長を引き受

けてくれた寺門ワイズにバトンタッチしま

す。 
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東東東東京まちだクラブ京まちだクラブ京まちだクラブ京まちだクラブのののの活動活動活動活動についてについてについてについて    

東京まちだクラブ東京まちだクラブ東京まちだクラブ東京まちだクラブ副副副副会長会長会長会長    

谷治英俊谷治英俊谷治英俊谷治英俊    

東京まちだクラブの最大の目的は、東京町田 YMCA

を支えることです。（ノースタッフ。ノー建物。いい企画

で、頑張っています） 

東京まちだクラブは、昨年度も東京コスモスクラブと

協働して、東京町田 YMCA の活動を支援・強化して

いく働きを第 1 の目標として、頑張りました。 

昨年７月誕生した「東京多摩みなみクラブ」が今年度

は大変に大きな働きに入ります。この活動への支援・

協力も行っていきます。 

① 田中博之ワイズが国際議員・アジア太平洋地域

会長として活躍します。 

② 伊藤幾夫ワイズが東新部・部長として、働きます。 

昨年度後半は、後藤会長が体調を崩し、活動に参加

できなくなり、例会もママなりませんでした。しかし、６

か月ぶりに、会長が快復しました。今年度は、EMC
に力入れることが課題であり、目標です。今後とも宜

しくお願いたします。 

できることなら東京コスモスクラブと合同、合流例会を

開催していきたいと思っています。 

東京町田 YMCA プログラムは、活動委員会が中心

となり、ボランティアリーダーも積極的に活躍してくれ

ています。東京まちだクラブは 6 名ですが、東京町田

YMCA の市民の理解者に沢山協力いただいていま

す。 
１）「東京町田 YMCA」をワイズメンで支えて東京まち

だ、東京コスモス、東京多摩みなみクラブが参加して

います。 
２）社会福祉協議会の役員を担っています。〔町田市

と玉川学園地域者社協〕 
3)年間プログラム 
・ベテランティア月例会：「ベテランティア・フォーラム」 
=中高年ボランティア養成 
・月例町田YMCA「わくわく！科学実験教室」現役社

会人/企業ボランティア開発推進 
・「町田 YMCA とシャロームの家 歌声ひろば」社会

福祉法人と周域コミュニティーとの交歓と歌声による

高齢者 健康活動促進支援  
 

    

東京コスモスクラブの歩み東京コスモスクラブの歩み東京コスモスクラブの歩み東京コスモスクラブの歩み    

東京コスモスクラブ会長東京コスモスクラブ会長東京コスモスクラブ会長東京コスモスクラブ会長    

権藤徳彦権藤徳彦権藤徳彦権藤徳彦    

◆東京コスモスクラブは 2016 年 5 月で設立 20
周年を迎へ、記念事業に、新クラブ設立をめざし、

東京まちだクラブと共にスポンサークラブを務

め、5 月 22 日「東京多摩みなみクラブ」設立総

会、7 月 17 日にチャーターナイトをコンティ多

摩センターで挙行、無事 15 名の新クラブ誕生を

祝いました。 
◆8 月 22 日 8 月例会を 20周年記念例会とし、安

積力也先生(山形・基督教独立学園元校長、日本聾

話学校元校長、ICU卒)を迎えて、地域公開講演会

「聴く、そして待つ」を開催しました。 
◆年度会長主題「快復力あるワイズダムへ、いの

ちよ、健やかに」～「疲れた者に力を与え 勢い

を失っている者に大きな力を与えられる。…、主

に望みを置く人は、新たな力を得、…、歩いても

疲れない。」イザヤ書 40：29-31 を鍵に、ワイズ

ダム共通のクラブの再起と健やかな活動継承に

意を注ぎ、新クラブ移籍後メンバー5名から 6名
に反転した。 
◆東京町田 YMCA の支援活動を継続し、①8 月、

玉川学園夏祭りに「忘れない東日本大震」支援販

売店。②11 月、玉川学園センター祭りで「東京町

田 YMCA」を PR。③月例「歌声ひろば」、④10 月

中高年ボランティア養成「ベテランティア・フォ

ーラム」を賛育会理事中村基信氏の基調講演と

AEDなどの実技研修で開催。⑤社会人ボランティ

ア活動「子どもわくわく！科学実験教室」、⑥「東

京町田 YMCA 市民クリスマス」を新クラブ東京

多摩みなみクラブ・東京まちだ・東京コスモス 3
ラブ合同例会として開催。 
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⑦「忘れない東日本支援希望の凧揚げ」を玉川学

園こども広場で開催しました。 
 

 
クラブ活性化への希望クラブ活性化への希望クラブ活性化への希望クラブ活性化への希望    

東京センテニアルクラブ会長東京センテニアルクラブ会長東京センテニアルクラブ会長東京センテニアルクラブ会長    

申申申申    鉉錫鉉錫鉉錫鉉錫 
16-17 年度後半期は、例会出席者が増え、今後の

クラブ活性化への希望が感じられる状況となっ

てきました。新年度の早い時期に、久しぶりの新

入会式を実施できるものと期待されています。 
本会設立以来の課題であるパレスチナ支援に関

しては、3 月に来日した東エルサレム YMCA スタ

ッフと本会メンバーが交流の時間を持つことが

できました。5 月には恒例となっているオリーブ

平和映画祭（第 9 回）を在日本韓国 YMCA との

共催で実施しました。 

今回の上映作品『歌声にのった少年』は、困難な

状況の中でも希望を失ってはいけないというこ

とを強く感じさせる内容で、観客に感動を与えま

した。10 回目の開催となる今年度は、規模を大き

くして、例年以上の観客を集められるよう、

YMCA と力を合わせて準備を進めたいです。 
 

 
2020202016161616----2017201720172017 年度の活動年度の活動年度の活動年度の活動報告報告報告報告    

信越妙高クラブ会長信越妙高クラブ会長信越妙高クラブ会長信越妙高クラブ会長    

福澤系司福澤系司福澤系司福澤系司 
CS：障碍者施設「りんどうの里」野外活動としての野

菜やソバ栽培のお手伝いを 6 月～11 月まで実施。

今期は施設の花壇に草花苗を植栽。 
Y サ：例年の花壇の管理・芝の管理に加え、芝地周

辺部の雑木の伐採と利用可能面積拡大に努めて降

雪前にほぼ完成しました。なお、念願であったロッジ

入口の看板補修も完了しました。 
BF：未処理のまま溜まった切手をこの１年間例会の

開催前の１時間を費やしハサミでカット、6 月例会時

完了！ 
東日本大震災支援：例年春秋２回の数日間支援ワー

クを実施してきたところですが、本年度は秋のワーク

に替え当クラブ員 3 名が仙台に出向き、仙台YMCA
＆石巻広域ワイズと今後の支援の在り方についてミ

ーティングし、忌憚のない意見交換をしました。 
6 月 13 日～16 日第 11 回目となる支援ワークを実

施、牡鹿半島・寄磯浜での小学校通学路の整備及

びグランドの草刈り、東松島響仮設住宅の草刈り・集

会所の整備、野蒜地区のボランティア事務所移転の

手伝いなどを実施。 
シルバースキーキャンプ：当会の地の利を活かした

活動として、今期始めたスキーキャンプは、好天に恵

まれたことも幸いして、「無理をしない歳相応の、賢く

安全なスキーを楽しく学ぶ」という当初の目的を達成

できました。 

また、連夜のスキー談義・人生談義・ワイズ談義、楽

しく交流の時間を持てた事、そして、参加の皆様から

異口同音に良かった・楽しかったとの評価が得られた

事が何よりと考えており、反省・改善を加え次回に繋

げていきたいと考えています。 
 

 
地固めの進んだ地固めの進んだ地固めの進んだ地固めの進んだ 1 年年年年 

東京多摩みなみ東京多摩みなみ東京多摩みなみ東京多摩みなみクラブ会長クラブ会長クラブ会長クラブ会長 
石田孝次石田孝次石田孝次石田孝次 

昨年度は、我々東京多摩みなみクラブにとってワ

イズメンズクラブとしてのデビューの年であり、

記念すべき 1 年間になったと思っております。 
心の準備ができないまま昨年 7 月 17 日にチャー

ターナイトのセレモニーが執り行われ、私にとっ

てわけがわからないままの見切り発車となりま

した。会長としてワイズの組織、ワイズの活動、

ワイズの心得、ワイズの年間スケジュール等々、

全てが初めてでいつどの様なことを準備し、どの

様な対応をすればいいのか、例会はどの様に行う

のかなど、今にして思うと気の遠くなるような船

出でした。 
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しかし、わけがわからぬままとは云え、ベテラン

のメンバーに支えられながら 8 月の東京 YMCA
主催の夏祭りにいきなり初参加、初出店をするこ

とになり、我がクラブの愛称である“ぽんぽこた

ぬき”をイメージした「冷やしたぬきうどん」の

お店を出店しました。そこでボランティア活動の

最初の洗礼を受けました。YMCA の若きサポータ

ーに助けられみんな汗だくになりながらも一生

懸命取組み、100食以上を完売し、ワイズが取組

んでいるボランティア活動として心地よい汗と

何とも言えない充実感に浸ることができました。 

10 月には、高尾の森わくわくビレッジで東京

YMCA 西東京フェスティバルに東京武蔵野多摩

クラブのお手伝いとして参加させていただく機

会があり、ポップコーンの実演販売を行い、幼児・

児童とのふれあいの場を体験うたしました。 
さらに、12 月には、我々の生みの親である東京ま

ちだと東京コスモスとの 3 クラブ合同による町田

YMCA市民クリスマス会を実施し、厳かな中にも

家族的でメンバーの手作りのお料理と地元原町

田教会の聖歌隊やボランティアの方々によるマ

リンバの演奏など地元密着のボランティア活動

の一端を体験することができました。 
年が変わり 2 月には、東新部の 20 周年記念の

EMC シンポジウムが東京 YMCA 山手センター

で開催され、発足間もないクラブとして、新しい

目線、新しい感覚、新しい問題意識を持った綿引

さん、深尾さんの２人が、シンポジウムのメンバ

ーとして参加され、インパクトのある問題提起が

できたのではないかと思っております。 
この 1 年間、無我夢中で取組んできましたが、気

がついてみると、今年 6 月の第 20 回東日本区大

会では、「CS 献金達成賞」「FF 献金達成賞」｢BF
献金達成賞｣｢BF使用済み切手収集協力賞｣「ロー

ルバックマラリア献金達成賞」「国際、・交流事

業グランドスラム賞」そして東日本区トップの成

績の「TOF 部門MVP 賞」、「YES 部門MVP賞」

の合計 10 の賞を受賞することができました。 

我々が、次に目指す大きなテーマは、地域に密着

したボランティア活動の実践の場を形作ること

でした。みんなで協議し、意見交換を重ねる中で

一つの出口として地元に近い町田市野津田公園

に隣接する農村伝道神学校の農地 50 ㎡を格安で

お借りすることができることになり、そこで野菜

作りを体験し、将来的には東京 YMCA や地域の

ボランティア団体と連携した児童への食育活動

や高齢者との関わりに中で協働活動を展開、発展

させられないかを模索して行きたいと考えてい

るところです。今後とも、焦らず身の丈に合った

活動を積み重ね地道にボランティア活動に取り

組んで参りたいと考えております。 
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第第第第 1111 回東新部評議会議事録回東新部評議会議事録回東新部評議会議事録回東新部評議会議事録    

 
日時：2016 年 7 月 23 日（土）13:30～16:00 
会場：東京 YMCA 社会体育・保育専門学校会議室 
出席者： 
＜部役員＞細川剛部長、伊藤幾夫次期部長、伊丹

一之直前部長、田中博之書記、加藤義孝会計、

神保伊和雄地域奉仕事業主査、太田勝人会員

増強事業主査、進藤重光国際・交流事業主査、

村野繁部大会実行委員長、松田俊彦ヒストリ

アン、長澤山泰ウェブマスター、細川俊枝メ

ネット連絡員、長澤弘 LT 委員長、佐藤茂美

監事、太田勝人監事（重複） 
＜クラブ代表＞【東京】比奈地康晴会長、木村光

晴副会長、進藤重光直前会長（重複）、江口耕

一郎書記、【東京むかで】土井宏二会長、伊阪

哲雄副会長、鈴木健彦書記、今井武彦会計、

櫻井浩行（森本直前会長の代理）、【東京世田

谷】岩﨑弘会長、寺門文雄副会長、太田勝人

直前会長（重複）、小原武夫会計、張替滋夫（石

井書記の代理）、【東京目黒】村野繁会長、【東

京まちだ】後藤邦夫会長、有田士朗（谷治副

会長の代理）、【東京コスモス】権藤徳彦会長、

松香光夫副会長、【東京センテニアル】徐鍾煥

会計、【信越妙高】）福澤系司会長、【東京多摩

みなみ】石田孝次会長、伊藤幾夫副会長（重

複）、田中書記（重複）、深尾香子会計 
＜オブザーバー＞松井直樹（東京世田谷） 
以上、議決権者総数（重複者を除く）49名中、現

出席者 34名（重複者を除く）、委任状 10名、

合計出席者数 44名 
議事 

司会：田中書記 

1. 開会点鐘（細川部長) 

2. ワイズソング（一同） 

3. 聖書朗読・祈祷（松田ヒストリアン） 

4. 部長引継式・部旗引継式 

佐藤監事の司式により、部長引継式が執り行

われ、部旗が伊丹直前部長から細川部長に引

き継がれた。 

5. 部役員就任式 

細川部長の司式により部役員就任式が執り

行われ、委嘱状が手渡された。 

6. 部長挨拶・所信表明 

・ワイズは外を向いて、YMCA のみならず、

地域社会に対してのサービスを提供して

行かなければならない。 

・地域奉仕事業をどうクラブの活性化、EMC
に生かしていくのかがポイントであり、ま

たクラブを継続し、活性化を進めるには、

常に新しい人材を入れて行かなくてはな

らない。 

・「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東

新部」の部長主題を念頭に置き、チャレン

ジの年度としたい。部大会も今年度、外に

向けたものとすることにチャレンジする。 

・楽しくなければワイズではない。楽しけれ

ば様々な活動にも取り組んで行くことが

できる。 

7. 定足数確認(田中書記)、評議会成立宣言(細

川部長) 

現時点で、重複役職者を除く定数 49 名中、

委任状（10名）を含む出席者数 44名で定足

数（過半数）を満たしており、評議会は成立 

8. 議案審議 

議長：細川部長 

① 2015-2016 年度第 3 回評議会議事録承認（伊

丹直前部長） 
ワークブック掲載の議事録案の説明が伊丹

直前部長から行われ、議事録案どおり、拍手

を持って承認された。 
② 次々期部長・次期監事候補者指名委員会委員

委嘱（伊丹直前部長） 
指名委員会メンバー案の説明が伊丹直前部

長（指名委員会委員長）から行われ、原案（細

川部長、伊藤次期部長、権藤、佐藤、太田元

部長を委員とする）どおり、拍手を持って承

認された。 
③ 2017-2018 年度部（大）会準備委員長委嘱（伊

藤次期部長） 
・部（大）会のホストクラブを東新部細則・

施行規則に則り、東京まちだクラブとし、

準備委員長を後藤邦夫会長に委嘱するこ

とが提案され、拍手を持って承認された。 
・後藤準備委員長に細川部長から委嘱状が手

渡され、後藤準備委員長から決意表明があ

った。 

2012012012016666----2017201720172017 年度年度年度年度    東新部評議会議事録東新部評議会議事録東新部評議会議事録東新部評議会議事録    



15 
 

④ 2015-2016年度会計決算報告（今井直前会計） 
・今井直前会計から、昨年度の会計決算につ

いてワークブック掲載の決算報告書に基

づいて説明が行われた。概要は次項のとお

り。 
・年度初に特別会計（東新ファンド）から経

常会計に 30 万円の繰り入れを行ったが、

結果として年度末に 176,063 円繰り戻し

（返却）することができた。次年度への経

常会計の繰り越しはゼロ、特別会計は

886,609 円。部内各クラブの東日本区各種

献金の合計額は 754,008 円 
・原案どおり、拍手を持って承認された。 

⑤ 2015-2016 年度会計監査報告（佐藤監事） 
佐藤監事から適正かつ妥当であるという会

計監査報告があり、拍手を持って承認された。 
⑥ 2016-2017 年度予算修正案（加藤会計） 

加藤会計から、7月 1日付の会員数の確定（90
名）および前年度からの繰越金の確定にもと

づいた修正予算案の提案があり、拍手を持っ

て承認された。 
⑦ 評議会におけるクラブ出席者減員の件（土井

東京むかで会長） 
・東京むかでクラブの土井会長から、昨今の

クラブ会員数の減少に対応して、クラブか

らの出席義務者（評議員）を次回評議会か

ら現状の 5名から 3名に減員し、スリムな

体制としたいとの提案があった。 
・各クラブの現状を踏まえた意見を求めたが、

全クラブが減員について賛同 
・本提案は、拍手を持って承認されたが、部

則の改訂が必要であるため、次号の議案で

設置予定の部則検討委員会で文言の検討

を行い、部長に答申する。 
⑧ 部則検討委員会の設置（細川部長） 

・細川部長から、前号の議案に対応して部則

を改訂すべく、委員長として櫻井氏（東京

むかで）、委員として伊藤次期部長、伊丹直

前部長、太田元部長、土井氏（東京むかで）、

長澤 LT 委員長による部則検討委員会の設

置が提案され、拍手を持って承認された。 
・櫻井委員長に細川部長から委嘱状が手渡さ

れた。 
⑨ 東新部 20 年誌編集員会委員委嘱（松田 20 年

誌編集委員長） 
松田 20 年誌編集委員長から、伊丹直前部長、

伊藤次期部長、太田元部長、櫻井氏（東京む

かで）、田中書記に対して編集委員を委嘱す

る提案があり、拍手を持って承認された。 
⑩ 次期クラブ役員研修会を第 3回部評議会と合

同とする件（長澤 LT 委員長） 
長澤 LT 委員長から、昨年度の第 3 回評議会

で、「第 3 回評議会に現評議員に加え、次期

評議員の陪席出席を義務化する」ことが承認

されたが、次期クラブ役員研修会を第 3 回部

評議会と合同開催とし重複を避け、効率化し

たいとの提案があり、拍手を持って承認され

た。 
⑪ 東日本区定款改訂委員会東新部代表選出（細

川部長）（この部分の議長は、伊藤次期部長に

交代） 
東日本区定款改訂委員会の東新部代表とし

て細川部長を選出する提案があり、拍手を持

って承認された。なお、国際議会での東日本

区改訂提案が承認されるまで、部長の任期が

終了後も東新部代表を務める。 
（休憩） 
9. 報告事項 
① 2015-2016 年度東日本区第 4 回役員会報告

(田中書記) 
・ワークブック掲載資料に基づいて報告が行

われた。 
・ヤングメンバー（39歳以下の会員）に対し

ての区費補助制度が廃止されたことの代

わりに、東日本区大会の登録費の半額補助

が決定された。 
・2018-2019 年度の理事候補者として宮内友

弥氏（東京武蔵野多摩）の指名が承認され

た。 
② 2015-2016 年度東日本区年次代議員会報告

（田中書記）  
・ワークブック掲載資料に基づいて報告が行

われた。 
・今後、東日本区会計決算の承認を、次年度

の代議員会を待たず郵便投票で行うこと

が決定された。 
・第 21 回東日本区大会のホストクラブを沼

津クラブとすることが決定された。 
③ 2016-2017 年度東日本区第 1 回役員会報告

（細川部長） 
・ワークブック掲載資料に基づいて報告が行

われた。 
・部主催のユース事業への支援（上限 5 万円）

が行われる。東新部でも新しい事業を検討
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していきたい。 
・2 月 4 日、5 日に東西日本区交流会が東山

荘で開催される。東新部を挙げて協力、参

加したい。 
④ 2015-2016 年度クラブ事業評価会報告（今井

直前会計） 
・東新部部長賞を東京まちだおよび東京コス

モスに部大会で授賞する。 
・東新部 CS支援事業は該当なし。 

⑤ 部大会について（村野実行委員長） 
・第 2 部では、一般の参加者を多く集め、会

場を満員にしたい。 
・前売り券の販売を行う。 
・EMC にも活用したい。 

⑥ 東新部カレンダー変更（田中書記） 
・東西日本区交流会の開催に伴い、東新部フ

レッシュワイズセミナーを2月 18日（土）

の開催に変更した。 
・東新部ウエブサイトでは常に最新のスケジ

ュールを掲載してある。 
⑦ 事業報告（各事業主査、専任委員） 
各役員から、部報 1 号に掲載していないこと、追

加の事項について、報告、アピールが行われた。 
神保地域奉仕事業主査：EMCに繋がるCS事

業を。全員 YMCA の会員になっていただ

きたい。 
太田会員増強事業主査：新潟での新クラブ設

立に向けて、秋までに新クラブのキーとな

る方を見つけたい。 
進藤国際・交流事業主査：RBM に注力した

い。次期と合わせて、東新部として各クラ

ブの献金とは別に1,000張り分の蚊帳を寄

贈したい。 
⑧ 各クラブ報告 （各クラブ会長ほか） 
各クラブから、部報 1 号に掲載していないこと、

追加の事項について、報告、アピールが行われた。 
東京：新入会者が得られる見込みであり、こ

れを推進力としてクラブの進展を図りた

い。 
東京むかで：野尻学荘を知り合いに案内して

欲しい。10月の山中湖でのシニアキャンプ

にも多数参加願いたい（チラシ配布）。 
東京世田谷：来月はハワイからのビジターが

来訪する予定 
東京目黒：「家族キャンプ」のリユニオンを開

催する予定 
東京まちだ：東京多摩みなみクラブとの交流

を進めていただきたい 
信越妙高：東日本大震災被災地支援を続けて

いる。石巻広域クラブとも協働している。

ワイズシルバースキーキャンプを開催予

定 
東京多摩みなみ：チャーターナイトに多数参

加いただき感謝。今後、どうぞよろしくお

願い申し上げる。例会は第 1火曜日。 
10. その他 

伊藤次期部長：新クラブ設立準備委員長とし

て東京多摩みなみクラブの設立・チャーター

についての東新部の物心にわたる支援につ

いて感謝が述べられた。 
11. 監事講評 
＜佐藤監事＞ 

・良く準備された評議会であった。 
・新クラブ、新入会員からの参加者、久しぶ

りの参加者があり喜ばしい。 
・各クラブへの部大会の参加・協力をお願い

する。 
＜太田監事＞ 

会員増強に励んでいただきたい。 
12. 東新部の歌（一同） 
13. 閉会点鐘（細川部長） 
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第第第第 2222 回東新部評議会議事録回東新部評議会議事録回東新部評議会議事録回東新部評議会議事録    

 

【日時】2016 年 11 月 12 日（土）13:30～16:00 
【会場】高尾の森わくわくビレッジ研修室 
【出席者】 
＜部役員＞伊藤幾夫次期部長、伊丹一之直前部

長、田中博之書記、加藤義孝会計、太田勝人

会員増強事業主査、長澤弘 LT 委員長、村野

繁部大会実行委員長、櫻井浩行部則検討委員

長、長澤山泰ウェブマスター、佐藤茂美監事、

太田勝人監事（重複）（10名） 
＜クラブ代表＞【東京】比奈地康晴会長、江口耕

一郎書記【東京むかで】今井武彦会計【東京

世田谷】岩﨑弘会長、寺門文雄副会長（書記

代理）、小原武夫会計【東京まちだ】谷治英俊

会計【東京コスモス】権藤徳彦会長【信越妙

高】）福澤系司会長、【東京多摩みなみ】石田

孝次会長、真藤広書記代理、深尾香子会計 
（12名） 

＜オブザーバー＞滝口恵子（東京多摩みなみ）

（1名） 
以上、出席者 23名（オブザーバーを含む、重複

者を除く）、委任状 14名 
【議事】 

司会：田中書記 

1. 開会点鐘（伊丹直前部長) 

細川部長が体調不良で欠席のため、東新部運

営マニュアルに基づき伊丹直前部長が部長

の業務を代行 

2. ワイズソング（一同） 

3. 聖書朗読・祈祷（佐藤監事） 

4. 伊丹直前部長（部長代行）挨拶・報告 

細川部長代行作成の「東新部活動報告」（2016

年 7月～11月）に基づき、東京多摩みなみク

ラブのチャーターナイト、部大会等の報告を

行った。 

5. 定足数確認(田中書記)、評議会成立宣言(伊

丹直前部長) 

現時点で、重複役職者を除く定数 43 名中、

委任状（14名）を含む出席者数 36名で定足

数（過半数）を満たしており、評議会は成立 

6. 議案審議 

議長：伊丹直前部長 

① 2016-2017 年度第１回評議会議事録承認（田

中書記） 
ワークブック掲載の議事録案の説明が田中

書記から行われ、議事録案どおり、拍手を持

って承認された。 
② 2016-2017 年度東新部役員（ヒストリアン、

20 周年記念誌編集委員会委員長交代）（田中

書記） 
・ヒストリアン、20周年記念誌編集委員会委

員長を務める松田俊彦氏（東京）から夫人

の介護、本人の健康状態により辞任願いが

提出された。 
・櫻井浩行氏（東京むかで）をヒストリアン

に、20周年記念誌編集委員会委員長を伊丹

一之氏（東京むかで）に委嘱する提案が田

中書記からあり、拍手を持って承認された。 
③ 次々期部長、次期部監事の候補者の指名、承

認（伊丹指名委員会委員長） 
伊丹次々期部長・次期部監事候補者指名委員

会委員長から、次期部長候補として神保伊和

雄氏（東京むかで）、次期部監事候補として伊

丹一之氏（東京むかで。直前部長の任期を終

えるものとして）、佐藤茂美氏（東京。部長経

験者として（再任））の指名が行われ、拍手を

持って承認された。 
④ 2017-2018 年度東新部役員承認（伊藤次期部長） 

・伊藤次期部長から 2017-2018 年度の東新

部役員の一覧が提示され、拍手を持って承

認された。 
・メネット連絡員については人選中。 

⑤ 東新部部則改訂（田中書記） 
・第 1 回評議会で決定された評議会構成員の

変更（出席義務クラブ役員をこれまでの各

クラブ 5名から 3 名（会長、書記、会計）

に変更することおよび次期クラブ役員研

修会を第 3 回評議会に組み入れること）に

対しての部則の変更案が部則改訂委員会

（桜井委員長）から部長に報告され、拍手

を持って承認された。 
・（今回の評議会からすでに評議会構成員の

変更は行われているが）出席義務のクラブ

役員を 3名に減らしてもフルに 3名出席し

ているクラブが少ない状況を憂慮する意

見があった。 
⑥ 2016-2017 年度部大会会計報告（加藤会計） 

・加藤会計から監事による監査済みの第 20
回東新部部大会会計報告が提出された。 

・公開プログラムとし、規模が拡大したこと

に伴い、支出が増えたため経常会計からの

支援金を増額（80,000 円から 140,342 円

に）して収支を均衡させたいという会計報
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告（提案）であり、議論の結果、賛成 14名、

反対 4名の賛成多数で承認された。  
・本来はホストクラブの責任で、予算内で開

催すべきである／第 20 回という節目に

220名という多くの参加者が得られ、EMC
にも効果があった／実質的なホストクラ

ブであった東京クラブから寄付金が多く

あった等の努力も行われた等の意見が出

された。 
・なお、会計報告に部大会での東日本大震災・

熊本地震復興献金（37.435 円）、RBM の献

金（135,770 円）の記載が漏れていたので

本議事録で補うこととする。 
7. 報告事項 
① 2016-2017 年度第 2 回東日本区役員会報告

(伊藤次期部長) 
・ワークブック掲載資料に基づいて報告が行

われた。 
・東京目黒クラブの解散が承認された。 

② 2016-2017 年度第 2 回東新部役員会報告（田

中書記）  
ワークブック掲載資料に基づいて報告が行

われた。 
③ 2016-2017年度東新部会計中間報告（加藤会計） 

・ワークブック掲載資料に基づいて 10 月 31
日時点の会計報告が行われた。 

・東新ファンドから東京多摩みなみへの新入

会者 11 名に対して、66,000 円（ひとり

6,000 円）支給した。 
④ 東日本区定款改訂（田中書記） 
定款改訂委員会書記を務める田中書記から

改訂作業の現状報告があった。 
⑤ 事業報告（各事業主査、専任委員、担当主事） 

出席各事業主査、専任委員、担当主事からワ

ークブックに基づき報告、アピールが行われ

た。 
⑥ 各クラブ報告 （各クラブ会長ほか） 

各クラブから、ワークブックに基づき報告、

アピールが行われた。 
⑦ 各種献金のお願い（加藤会計） 

加藤会計から各種献金の締め切り、目標額等

について案内が行われた。 
8. 監事講評 

佐藤監事、太田監事から講評が行われた。 
9. 東新部の歌（一同） 
10. 閉会点鐘（伊丹直前部長） 

    

第第第第 3333 回東新部評議会・回東新部評議会・回東新部評議会・回東新部評議会・    

次期クラブ役員研修会議事録次期クラブ役員研修会議事録次期クラブ役員研修会議事録次期クラブ役員研修会議事録    

 
【日時】2017 年 4 月 22 日（土）13:30～16:55 
【会場】東京 YMCA 東陽町センター 視聴覚室 
【出席者】 
《評議会構成員》  

＜2016-2017 年度部役員＞細川剛部長、伊藤幾

夫次期部長、伊丹一之直前部長、田中博之書

記、加藤義孝会計、神保伊和雄地域奉仕事業

主査、太田勝人会員増強事業主査、進藤重光

国際・交流事業主査、大槻展子ユース事業主

査、長澤弘 LT 委員長、伊丹一之 20 年誌編集

委員長（重複）、櫻井浩行ヒストリアン、細川

俊枝メネット連絡員、佐藤茂美監事、太田勝

人監事（重複）（13名） 
＜2016-2017 年度クラブ代表＞【東京】比奈地

康晴会長、江口耕一郎書記【東京むかで】土

井宏二会長、鈴木健彦書記、今井武彦会計【東

京世田谷】村野繁書記代理、小原武夫会計【東

京コスモス】権藤徳彦会長【東京センテニア

ル】徐鍾煥会計【信越妙高】福澤系司会長、

【東京多摩みなみ】石田孝次会長（11名） 
以上、出席者 24名（重複者を除く）、委任状 14名 
《次期クラブ役員研修会対象者（上記、評議会構

成員との重複者を除く）》 
＜2017-2018年度部役員＞松香光夫ユース次期事

業主査（1名） 
＜2017-2018 年度クラブ役員＞【東京】木村光晴

次期会長【東京むかで】城井廣邦次期会長【東

京世田谷】寺門文雄次期会長【東京コスモス】

松香光夫次期会長（重複）（3名） 
以上、出席者 3名（重複者を除く） 

 

【評議会】（司会：田中書記） 

1. 開会点鐘（細川部長) 

2. ワイズソング（一同） 

3. 聖書朗読・祈祷（佐藤監事） 

4. 部長挨拶・報告（細川部長） 

「東新部活動報告」（2016 年 11 月～2017 年

3 月）に基づき、2 月 18 日開催の EMC シン

ポジウム、第 2 回部長公式訪問等の報告が行

われた。 
5. 定足数確認(田中書記)、評議会成立宣言(細

川部長) 

開会時点で重複役職者を除く定数 39 名中、

委任状（14名）を含む出席者数 35 名で定足



19 
 

数（過半数）を満たしており、評議会は成立 

6. 議案審議 

議長：細川部長 

① 2016-2017 年度第 2 回評議会議事録承認（田

中書記） 
ワークブック掲載の議事録案の説明が田中

書記から行われ、議事録案どおり、拍手を持

って承認された。 
② 2017-2018 年度部長主題・活動計画・予算案

承認（伊藤次期部長） 
ワークブック掲載の部長主題（「E人（イーヒ

ト）になろう！」）、活動計画、予算案承認が

拍手を持って承認された。 
（議案審議の途中であるが、業務で中座しなけれ

ばならない松本担当主事から東京 YMCA 報告

（東陽町会館、妙高高原ロッジの今後等につい

て）があった。） 
③ エクステンション委員会の設置（伊藤次期部

長） 
伊藤次期部長から 2017-2018 年度から部内

にエクステンション委員会を設置する提案

が行われ、拍手を持って承認された。委員長：

太田勝人（東京世田谷）、委員：伊藤幾夫（東

京多摩みなみ）、伊丹一之（東京むかで）、委

員会設置期間：2019 年 6 月末（2019-2020 年

度以降も継続する場合は 2018-2019 年度中

の評議会で決定する） 
④ 2017-2018 年度東新部役員承認・クラブ役員

確認（伊藤次期部長） 
第 2回評議会時点で人選中であったメネット

連絡員（細川俊枝メネット）および③で承認

された太田エクステンション委員長の役員

一覧への追加が拍手を持って承認された。 
7. 報告事項 
① 2016-2017 年度第 3 回東日本区役員会報告

(伊藤次期部長) 
ワークブック掲載資料に基づいて報告が行

われた。 
② 2016-2017年度東新部会計中間報告（加藤会計） 

・ワークブック掲載資料に基づいて 4 月 7 日

時点の会計報告が行われた。 
・経常会計は現時点で 11,126 円の残高であ

るが、年度末には数万円の赤字となる見込

み。年度末に特別会計から繰り入れを行い、

収支を均衡（次期繰越金をゼロに）させる。 
・特別会計からは今後、CS 事業支援金

（50,000 円）、川越東日本区大会に出席す

るクラブ担当主事への支援金の支出が見

込まれる。 
③ 2016-2017年度各種献金状況報告（加藤会計） 

各クラブの 2016-2017 年度の東日本区各種

献金額の報告がワークブック掲載の資料に

基いて行われた。8 クラブ中 3 クラブ（東京、

東京世田谷、東京多摩みなみ）が全献金種類

で目標額を達成した。 
④ CS、ASF 事業支援について（神保地域奉仕事

業主査） 
・本年度の CS 事業支援金として、東京むか

でクラブの「シニア YYY キャンプ」に特

別会計から 50,000 円を支給する。 
・本年度の ASF 事業支援として、川越東日

本区大会に出席する東新部各クラブの担

当主事に一人当たり 8,000 円（登録費の半

額）を支給する。 
⑤ 東日本区定款改訂について（田中書記） 
別紙、東日本区定款改訂委員会による最終改

訂案が紹介された。 
⑥ 事業報告（各事業主査、専任委員、担当主事） 

出席各事業主査、委員長、専任委員からワー

クブックに基づき報告、アピールが行われた。 
⑦ 各クラブ報告 （各クラブ会長ほか） 

各クラブから、ワークブックに基づき報告、

アピールが行われた。 
⑧ その他連絡・確認事項（田中書記） 

川越東日本区大会関連、部報第 2 号（原稿締

め切り 7 月 15 日）等についての連絡が行わ

れた。 
 

【次期クラブ役員研修会】（司会：長澤弘 LT 委員長） 
東新部スケジュール、第 21 回東新部部大会、

事業主査・委員長・専任委員の活動方針、事

務・会計手続きについて、ワークブックおよ

び参考資料集に沿って説明、質疑が行われた。 
 

【評議会】（司会：田中書記） 

8. 監事講評 
太田監事から講評が行われた。 

9. 東新部の歌（一同） 
10. 閉会点鐘（細川部長） 
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(2017-2018年度第 1回評議会（2017.7.15）で承認) 


