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2016.11.10現在

東京 部長 細川    剛 欠 議長

東京多摩みなみ 次期部長 伊藤　幾夫 出

東京むかで 直前部長 伊丹　一之 出

東京多摩みなみ 部書記 田中　博之 出

東京 部会計 加藤  義孝 出

東京むかで 地域奉仕事業主査 神保伊和雄 欠

東京世田谷 会員増強事業主査 太田  勝人 出

東京 国際・交流事業主査 進藤  重光 欠 議長

東京 ユース事業主査 大槻　展子 欠 議長

東京 部ＬＴ委員長 長澤　　弘 出

（東京目黒） 部会実行委員長 村野　　繁 出

東京まちだ 部会準備委員長 後藤  邦夫 欠

東京むかで 部則検討委員長 櫻井　浩行 出

東京 20年誌編集委員長 松田  俊彦 欠

東京 部ヒストリアン 松田  俊彦 欠（重複）

東京 部ウェブマスター 長澤  山泰 出

東京 メネット連絡員 細川　俊枝 欠

東京 佐藤  茂美 出

東京世田谷 太田  勝人 出(重複） 

東京 部担当主事 松本　数実 出

会長 比奈地康晴 出

書記 江口耕一郎 出

会計 亀井　大輔 欠 長澤　弘

会長 土井　宏二 欠 議長

書記 鈴木　健彦 欠 議長

会計 今井　武彦 出

会長 岩﨑    弘 出

副会長(書記代行） 寺門　文雄 出

会計 小原　武夫 出

会長 後藤　邦夫 欠 谷治　英俊

書記 平本　善一 欠 谷治　英俊

会計・副会長 谷治　英俊 出

会長 権藤  徳彦 出

書記 今村　路加 欠 権藤　徳彦

会計 中移　庸介 欠 権藤　徳彦

会長 申　  鉉錫 欠 議長

書記 田附　和久 欠 議長

会計 徐   鍾煥 欠 議長

会長 福澤  系司 出

書記 豊岡  一久 欠 議長

会計 小林　明彦 欠 議長

会長 石田　孝次 出

書記代理 真藤　広子 出

会計 深尾　香子 出

オブザーバー 滝口　恵子 出

出欠予定 委任先

東京多摩みなみ

第2回評議会出欠一覧

クラブ名 役職名 氏    名

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

東京

東京むかで

東京世田谷
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2016-2017 年度  

第 2 回東新部評議会 プログラム 

日時  2016 年 11 月 12 日（土）13：30～16：00 

司会  書記  田中博之 

1. 開会点鐘       直前部長 伊丹一之 

2. ワイズソング      一同 

3. 聖書朗読・祈祷      監事  佐藤茂美 

4. 部長あいさつ・報告（代理）     直前部長 伊丹一之 

5. 出席者（定足数）確認     書記    田中博之 

6. 議案審議      （議長）直前部長 伊丹一之 

① 2016-2017 年度第 1 回東新部評議会議事録承認  書記  田中博之 

② 2016-2017 年度東新部役員（ヒストリアン、  書記  田中博之 

20 周年記念誌編集委員会委員長）交代 

③ 次々期部長・次期部監事候補者の指名、承認  指名委員長 伊丹一之 

④ 2017-2018 年度東新部役員承認    次期部長 伊藤幾夫 

⑤ 東新部部則改訂     書記  田中博之 

⑥ 2016-2017 年度東新部部大会会計報告   会計  加藤義孝 

7. 報告事項 

① 2016-2017 年度第 2 回東日本区役員会報告  次期部長 伊藤幾夫 

② 2016-2017 年度第 2 回東新部役員会報告   書記  田中博之 

③ 2016-2017 年度東新部会計中間報告   会計  加藤義孝  

④ 東日本区定款改訂について    書記  田中博之  

⑤ 事業報告      各事業主査、委員長、専任委員 

⑥ YMCA 報告      部担当主事 松本数実 

⑦ 各クラブ報告      各クラブ会長 

⑧ 2016-2017 年度各種献金のお願い   会計  加藤義孝 

⑨ その他 

⑩ 監事講評      監事  佐藤茂美 

監事  太田勝人 

8. その他 

9. 東新部の歌         一同 

10. 閉会点鐘       直前部長 伊丹一之 

 

ワイズソング 
1.    いざ立て   心あつくし     2． 歌えば  心ひとつに 

  手を挙げ  誓い新たに    ともがき ひろがり行きて 

  われらの  モットー守る   遠きも  近きもみな 

  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 

国際聖句 
「父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべての人をひとつにしてください。

彼らもわたしたちの内にいるようにしてください。そうすれば、世は、あなたが私をお遣わしになったことを信じ

るようになります。」              ヨハネによる福音書１７章 21節 
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東新部活動報告 

東新部部長 細川 剛（東京） 

部長主題 「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」 

 

1. 評議会の開催 

第１回評議会 7 月 23 日 東京 YMCA 社会体育・保育専門学校 

＜特記事項＞ 

 評議会の各クラブからの出席者数を、従来の 5 名から 3 名に変更することとしました。  

 部則の改訂を検討する委員会を設置しました。 

 東新部 20 年誌の編集委員会を組織しました。  

 

2. 部長公式訪問 

7 月 5 日のチャーター直前の東京多摩みなみを筆頭に、7 月 11 日、東京まちだ、7 月 12 日、東

京、7 月 13 日、東京目黒、7 月 14 日、東京センテニアル、7 月 15 日、東京世田谷、7 月 19 日、

東京むかで、7 月 23 日、東京コスモス、7 月 28 日、信越妙高と全９クラブの第 1 回公式訪問を

終えました。どのクラブも特色ある素晴らしい例会でした。各クラブの今後の更なる充実と発展、

そして会員の増強を期待しています。 

 

3. 東京多摩みなみクラブのチャーターナイト 

７月 17 日（日） コンティ多摩センターで、参加登録 101 名のもと東西日本区から多くのワイ

ズ関係者の祝福のもと行われました。チャーターメンバー15 名。新しい仲間を得ました。東新部

から入会金援助 6.6 万円を贈呈 

 

4. 東新部部報、メルマガ発行 

 7 月 1 日 部報第 1 号（通巻 50 号）を発行。第１回評議会で東新部各クラブへ配布 

 10 月 4 日 メルマガ第 1 号を発行  

 

5. 第 20 回東新部部大会報告 

10 月 8 日（土）、在日本韓国 YMCA・アジア青少年センタースペース Y にて開催いたしました。

今大会では、「今チャレンジ、子供をマラリアから守ろう！」とのテーマを掲げ、一般の方々にも

広く参加を呼びかけました。大会第 1 部ではワイズメン、メネット 83 名の登録、第２部の一般

公開プログラムでは、一般参加者を含め、会場満員の 220 名を集め、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による講演「蚊はなぜコワーイのか!?」と、谷

本賢一郎氏によるファミリーコンサートが行なわれ、ワイズが取り組んでいる「ロールバックマ

ラリア」についてアピールし、理解と協力を得ることができました。私にとって、今大会に於け

る一般公開プログラムは部長主題に掲げた「チャレンジ」でしたが、チケット販売を含め多くの

皆様のご協力をいただき無事終えられましたことを心より感謝申し上げます。以下の献金がなさ

れましたことをご報告致します。 

 東日本大震災および熊本地震復興献金：37,435 円（大会第１部にて） 

 ロールバックマラリアへの寄付：135,770 円、マラリア蚊帳 170 張り相当（一般参加者、谷

本氏からの T シャツ売り上げの一部寄付を含む） 

 

6. その他 

 東日本区定款改訂：9 クラブ中 8 クラブが検討を終了  

 EMC シンポジュウム：2017 年２月 18 日（土）に開催予定。関東東部、あずさ部に合

同開催を呼び掛けています。 
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議案審議 

ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 

2016-2017 年度 

第 2 回評議会議案提案書 

第 1 号議案 

提案年月日 2016 年 11 月 12 日 

提 案 者 田中博之 

役 職 書記 

 

議 案 名 2016-2017 年度東新部第 1 回評議会議事録承認 

提案内容 2016 年 7 月 23 日に開催された、2016-2017 年度第 1 回東新部評議会の議事録（別紙）を

承認願います。 

補足等  
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2016-2017 年度 第 1 回東新部評議会 議事録（案） 

記録：東新部書記 田中博之 

 

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。 
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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。 

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
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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。 
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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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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 

2016-2017 年度 

第 2 回評議会議案提案書 

第 2 号議案 

提案年月日 2016 年 11 月 12 日 

提 案 者 田中博之 

役 職 書記 

 

議 案 名 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 

提案内容 2016-2017 年度東新部のヒストリアン、20周年記念誌編集委員会委員長を務める松田俊彦

氏から「補足等」に記載の辞任願いが提出された。 

同氏の辞任を承認するとともに、後任として以下の方々を委嘱したい。 

 

ヒストリアン 櫻井浩行氏（東京むかで） 

東新部 20周年記念誌編集委員会委員長 伊丹一之氏（東京むかで） 

補足等 2016 年 10 月 1 日 

東新部部長 細川 剛様 

 〃 書記 田中博之様 

松田俊彦(東京クラブ） 

部役員辞任願い 

 
日頃のご奉仕に感謝致します。 

この度、家内が脳出血で倒れ左半身麻痺のため全介助の状態です。回復すべくリハビリ中

ですが、認知症があるため介護は厄介です。しばらくは、厳しい老々介護の生活を覚悟し

ています。 

私自身は胸腺腫と胆嚢の切除手術を医師から迫られている状態です。 

つきましては、上記事情により役員の任務を果たすことが出来なくなりましたので、下記

東新部役員を辞任させて頂きたくお願い申し上げます。 

記 

 

東新部 20 年誌編集委員会委員長 

東新部ヒストリアン 

以上 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 

2016-2017 年度 

第 2 回評議会議案提案書 

第 3 号議案 

提案年月日 2016 年 11 月 12 日 

提 案 者 伊丹一之 

役 職 
次々期部長・次期監事 

候補者指名委員会 委員長 

 

議 案 名 次々期部長・次期部監事候補者の指名、承認 

提案内容 次々期部長候補者として下記の者を指名します。 

神保伊和雄（東京むかで） 

次期部監事候補者として下記の 2 名を指名します。 

伊丹一之（東京むかで）（直前部長の任期を終えた者として） 

佐藤茂美（東      京）（部長経験者として、再任） 

補足等 次々期部長候補者指名に至る経過は次の通り。 

①第 1 回東新部評議会（7/23）において次々期部長・次期監事候補者指名委員会が発足。 

②9/12 部内各クラブ会長あてに、次々期部長候補者推薦のお願い状を配信。 

③9/30 締切期限までに、東京むかでクラブ会長から、東京世田谷クラブのＸさんを推薦す

るとの推薦状が提出された。 

④10/8 部大会終了後に指名委員会を開催。Ｘさんへのお願いと、その後の方針を協議。 

⑤10/12 Ｘさんから丁重なるご辞退の申し出を受け、東京むかでクラブから候補者を推薦

いただきたいとのお願い状を配信。 

⑥10/25 東京むかでクラブ第二例会における協議の結果として、神保伊和雄さんを推薦す

るとの回答を得た。 

⑦これを受け、10/26 メールによる持ち回りで指名委員会委員から賛否を問い、細川剛委

員（病気療養中）を除く全員の賛成を得て、神保伊和雄さん（東京むかで）を指名する

に至った。 

 

次期部監事候補者指名に至る経過は次の通り。 

① 指名委員会委員長が 2 名の監事候補者を推薦。 

② 10/26 メールによる持ち回りで指名委員会委員から賛否を問い、細川剛委員

（病気療養中）を除く全員の賛成を得て、伊丹一之（東京むかで）、佐藤茂美

さん（東京）を指名するに至った。 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 

2016-2017 年度 

第 2 回評議会議案提案書 

第 4 号議案 

提案年月日 2016 年 11 月 12 日 

提 案 者 伊藤幾夫 

役 職 次期部長 

 

議 案 名 2017-2018 年度東新部役員承認 

提案内容 2017-2018 年度の東新部役員について以下のとおり承認願います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足等 ・次期部長、部監事(１名)については第 4 号議案の審議に依る。 

・部大会実行委員長については第 3 号議案の審議に依る。（今年度の準備委員長が就任する） 

・メネット連絡員については人選中 

 

 

 

 

 

 

 

役職名 クラブ名 氏    名

部長 東京多摩みなみ 伊藤　幾夫

次期部長

直前部長 東京 細川　　剛

部書記 東京多摩みなみ 田中　博之

部会計 東京多摩みなみ 石田　孝次

地域奉仕事業主査 東京世田谷 小川　圭一

会員増強事業主査 東京むかで 伊丹　一之

国際・交流事業主査 東京 比奈地康晴

ユース事業主査 東京コスモス 松香　光夫

部選出代議員 東京 細川　　剛

部大会実行委員長 東京まちだ 後藤　邦夫

部ヒストリアン 東京むかで 櫻井　浩行

部ウェブマスター 東京 長澤  山泰

メネット連絡員

部ＬＴ委員長 東京 長澤　　弘

東京むかで 伊丹　一之

部担当主事 東京多摩みなみ 小野　　実

部監事
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 

2016-2017 年度 

第 2 回評議会議案提案書 

第 5 号議案 

提案年月日 2016 年 11 月 12 日 

提 案 者 田中博之 

役 職 書記 

 

議 案 名 東新部部則改訂 

提案内容 2016-2017 年度第 1 回東新部評議会で承認された事項に関して、以下の部則検討委員会で

の検討結果のとおり、東新部部則を改訂したい。 

補足等  

＜2016-2017 年度 東新部・部則検討委員会報告＞ 

2016.11.02 

東新部部長：細川 剛様 
東新部 部則検討委員会・委員長：櫻井浩行 

 
2016 年 9 月 7 日（水）18:30-20:00 日本橋細川事務所会議室にて「東新部・部則検討
委員会」が開催され、下記の様に検討され委員会にて決定いたしました。ご報告いたし
ます。  

出席者：櫻井浩行、伊丹一之、土井宏二（東京むかで）、太田勝人（東京世田谷）、
長澤 弘（東京）、伊藤幾夫（東京多摩みなみ） 
 

（東新部・部則のうち改訂する箇所は６か所になる） 

（１） 第 8 条 部評議会 

         (1)追加               (2)改訂（直前会長、 

第 3 項 部評議会の評議員は、部役員及びクラブ役員（会長、書記、会計 

副会長を除く） 

の各 1 名をもって構成し、役職を兼務する場合でも行使する権利は

1 票とする。 

（3）追加（部評議会の成立を満たすため、代理人を認める）  

ただし、やむを得ない事情の場合、代理人の出席を認める。 

（２） 第 9 条 研修会 

                             (4)追加  

部長は、部役員やクラブ役員のリーダーシップを育成するための各種の研 

   (5)改訂（主宰）  

修会を主催する。特に次期クラブ役員研修会は、部長と次期部長が共同で 

    (6)追加  

主催し、第 3 回部評議会に組み入れて行う。 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 

2016-2017 年度 

第 2 回評議会議案提案書 

第 6 号議案 

提案年月日 2016 年 11 月 12 日 

提 案 者 加藤義孝 

役 職 部大会会計 

 

議 案 名 2016-2017 年度東新部部大会会計報告 

提案内容 2016 年 10 月 8 日に開催された、第 20 回東新部部大会の会計報告（別紙）について承認

願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足等 本会計報告については、2016 年 11 月 9 日（水）に佐藤監事、太田監事による会計監査受

け、適正であることが確認されています。  
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第 6 号議案別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年11月1日

東新部会計・部大会会計　加藤義孝

東新部部長　細川　剛

収入

項目 金額 備考

東新部経常会計からの支援金 140,342 規模の拡大に伴い、年度初予算80,000を増額

部大会登録費 222,000 74名分

第2部チケット売り上げ 178,000 178名分

在日本韓国YMCA協賛金 25,000

寄付金 100,000

合計 665,342

支出

会場費 146,340

昼食代 109,532 ケーキ代、出演者弁当を含む

謝礼 300,000 狩野氏3万円、谷本氏27万円 

横断幕 10,800

チラシ、チケット、感謝カード印刷代 51,740

文具 5,034

郵送料 9,300

花代 4,320

ウェブサイト対応費 4,104 SSL証明書代

保険料 22,000

雑費 2,172 お茶代、音楽著作権料

合計 665,342

収支 0

第20回東新部部大会会計報告
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報告事項 

① 2016-2017年度第 2回東日本区役員会報告 

 

2016～2017 年度 

第 2 回東日本区役員会議事録(案) 
日時：2016年11月5日(土)午前10時30分〜午後5時30分 

場所：日本 YMCA 同盟会館・JRM 会議室(東京都新宿区本塩町 7 番) 

出席者数：25 名（内議決権者 12 名） 

記録：東日本区書記 山本剛史郎 

 

・開会式       （司会 山本剛史郎） 

・開会点鐘       利根川恵子理事 

・開会祈祷     吉野勝三郎理事事務局長書記 

・ワイズソング・ワイズの信条    一 同 

・出席者確認 

 出席者 25名（内議決権者 12名）を確認した。 

・成立宣言・開会挨拶    利根川恵子理事 

現在の定款において成立人数などが明記され

ていない。今回は東日本区役員 12名が出席し、こ

の 2016-2017 年度第 2 回役員会の成立を宣言し

た。 

・議事録署名人選出 

 栗本治郎次期理事と宮内友弥文献・組織検討委

員会委員長を選出し承認された。 

 

2 区事業計画  

① 理事計画     利根川恵子理事 

・会員数の現況は 10/31現在で 930名、62 クラブ

となっている。しかし、1 クラブが解散するという議

案が提出されている。ほとんどのメンバーは他クラ

ブに移籍する予定。 

・研修会の充実、地域格差の問題解決の一つとし

て e-ラーニングを検討し、試行している。 

・国際会長、アジア・太平洋地域会長（国際議員）

の選挙があり、特にアジア・太平洋地域会長の3人

の候補として田中博之ワイズ（東京多摩みなみ）が

あげられている。 

・適応除外申請（投票権クラブ、国際憲法とガイドラ

イン 409-411）を 32 クラブ中 23 クラブが申請して

いる。未提出クラブは至急提出してもらうように促

す。 

・第 2回東西日本区交流会の概要が資料にある。 

② 地域奉仕   

・今回は欠席のため、資料を確認。 

・CS活動フォトコンテストの概要が出された。 

③ 会員増強  菊地弘生主任 

・インビテーション・キャンペーンを行う。 

・入会パンフレットの作成を進める。 

・ヤングメンバーに対する東日本区大会登録費補

助規則を審議事項としてあげられている。 

・7/17（日）に「東京多摩みなみクラブのチャーター

ナイトに出席」を追加。 

④ 国際・交流  太田勝人主任 

・台湾の国際大会において IBC 希望を募った。そ

の希望を各部長に配布。 

・2017年 2月の東西ワイズ交流会において、DBC

の締結を促す。現在、千葉クラブと高槻クラブで

DBCの話がある。 

・BF代表については今年度、応募者がなかった。 

⑤ ユース事業主任   

・今回は欠席のため、資料を確認。 

・午後にIYC参加者の報告会が行われる。ユース

活動への理解を深めてほしい。 

＊質疑応答 

・適応除外申請の件は区から直接、クラブ会長に

連絡がいっており、部長にきていない。他にも区か

らクラブ会長、部主査に連絡する場合には、必ず

部長にも連絡をしてほしい。 

 部の活性化を掲げている以上、今後、部長に連

絡をするようにする。 

 

3 各部活動報告 

① 北海道部   

・今回は欠席のため、資料を確認。 

・今年8月には北海道に3つの台風が上陸し、十勝

地方の作物被害、交通網の寸断があった。 

② 北東部  長岡正彦部長 

・第20回北東部会、9/17（土）に行った。同時に盛



17 

 

 

 

岡クラブ10周年記念例会も行われた。 

・被災地サッカー大会、エンジョイ・ドッジボール大

会などを行っていきたい。 

・福島の復興を重点的に考えていきたい。 

③ 関東東部  片山 啓部長 

・9/3（土）にEMC委員会を行った。今年度に３回を

予定。 

・関東東部版のワイズドットコムを作成している。次

回の評議会で承認されれば、運用を開始する。 

④ 東新部  伊藤幾夫次期部長 

・細川剛部長が体調不良で欠席のため、伊藤幾夫

次期部長が活動報告を行った。 

・7/17（日）、東京多摩みなみクラブのチャーターナ

イトが行われた。 

・第20回東新部部大会が行われ、RBM運動に一

般参加者を招いて、ワイズのアピールにもつながっ

た。 

・東京目黒クラブが解散届を提出している。 

・部会をRBMに焦点をあてたものにする。 

⑤ あずさ部  浅羽俊一郎部長 

・7/16（土）中野サンプラザで東京武蔵野多摩クラ

ブをホストに評議会「なないろ評議会」が行われ

た。 

・10/22（土）、あずさ部部会を行い、70名が参加し

た。 

⑥ 湘南・沖縄部  若木一美部長 

・体調不良で準備不足のため、部会を当初の予定

から短縮して10/1（土）の1日で行った。 

・部内のクラブ公式訪問を行っており、2017年2月

に予定している沖縄2クラブを残すのみとなった。 

⑦ 富士山部  増田 隆部長 

・YVLFに参加してきたが、富士山部にはいわゆる

他の部のようなローカルYMCAがなく、従ってリー

ダーがいない。 

・11/12（土）、熱海ドッジボール大会が行われ、市

内の多くの小学生が参加する予定。 

 

＊質疑応答 

・関東東部の出席者の報告に理事と部長で食い違

いがある。 

71名の出席が正しい。 

 

 休憩 

 

（午後1時20分再開） 

4 IYC報告 

2016年8月1～7日に台北で行われた第16回ワイ

ズメン・インターナショナル・ユース・コンボケーショ

ン（IYC）に参加した永坂仁（埼玉クラブ推薦）、小

林太地（東京サンライズクラブ推薦）の二人にIYC

の報告があった。IYC参加者がそれぞれ自国の文

化を紹介するCulture Nightでは日本のアニメ文

化が他国の人にも知られていること。また、毎朝の

デボーションでは日本では原爆、戦争、平和など

について発表し、準備をしっかりと行い、他の国の

参加者からも評価をうけたことなどの報告があった。

11/26（土）にもっと詳しい報告会を行うので、興味

のある人は参加してほしいとのことだった。 

 

5 委員会及び専任委員活動報告 

① 文献・組織検討委員会 宮内友弥委員長 

・文章化されていない様々な規則・慣習、いわゆる

口伝をきちんと文章化していく作業を進めていく。 

② LT委員会  伊藤幾夫委員長 

・e-ラーニングを検討してきたが、現在、試行段階

にあり、今後も進めていく。 

・次期LT委員長として北村文雄ワイズ（厚木）を選

出した。 

③ JEF運営委員会 村杉克己委員長 

・JEF献金への呼びかけが各部会で行われた。 

・JEFから東西ワイズ交流会への支援が検討され

た。ただし、個人負担分の補助については慎重な

意見がだされた。 

・東山荘100年募金として西日本区からは300万円

の献金があった。 

④ メネット委員会  相磯優子委員長 

・国際プロジェクトとして「シュラレオネの戦争被災

児の教育」と「イタリア・シデルノの『早く学び、賢く

なろう』」への支援を行う。国内プロジェクトは「絵本

を贈る活動」と「東日本大震災支援」を継続。 

・「ID（International Director、国際メネット委員

長）支援」は収束し、国際メネット登録料2スイスフラ

ン/1人を呼びかける。 

⑤ 東日本大震災支援対策本部 利根川恵子本部長 

・昨年度の役員会報告の通り、仙台、盛岡YMCA

に1,819,000円を送金した。今年度は、被災地に

出向くなどのクラブ支援活動については補助金を

出せない状況にある。 

・現在、資金として約83,000円がある。 

＊質疑応答： 

・今後もクラブの支援活動への補助は行わない方

針か？ 
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 問い合わせがあったが、今年度は資金から見て

行えない状況にある。 

・「東日本大震災支援活動補助金規定」は無効に

なったということか？また、今後、個人・クラブ・部と

して東日本大震災支援として東日本区に送金する

ことはやめた方が良いのか？ 

 ロースターに記載されている「東日本大震災支援

活動補助金規定」は現在においても有効である。

東日本大震災に対する支援そのものをやめたわけ

ではない。今後も支援献金を呼びかけていく。 

・支援の在り方として「直接、被災地支援を行うので

はない旅費などの個人負担は行わなくてよいので

はないか。」という意見と、「被災地の人々の思いに

応えていく支援、クラブや個人の負担補助も必要

なのではないか。」という両方の意見が出された。 

・東日本区として、「東日本大震災支援活動補助

金規定」は現在でも有効であり東日本大震災に対

する支援は継続していくこと、ただし、その支援の

在り方については意見が分かれるところがあること

が確認された。それらの確認事項のもとに常任役

員会で「東日本大震災支援活動補助金規定」の改

廃も含め、今後の支援活動について検討してい

く。 

⑥ ヒストリアン  仙洞田安宏 

・本来のヒストリアンの業務ではないが、過去の状

況について2件の問い合わせがあり、それぞれ調

べて回答した。 

・報告等は5W1H「いつ（When）、どこで（Where）、

だれが（Who）、なにを（What）、なぜ（Why）、ど

のように（How）」を記載し、基本的事項を漏れのな

いようにして欲しい。 

⑦ ＩＴアドバイザー  大久保知宏 

・欠席のため資料を確認。 

⑧ トラベルコーディネーター 長澤山泰 

・今年度、東日本区はBFの申し込みがなかった。 

・カナダ・カビリアン地域からBF代表として2018年

6～7月頃に来日予定がある。 

⑨ 広報・伝達（PR）専任委員 吉野勝三郎 

・第20回東日本区大会（川越）のゲストスピーカー

として鳥塚 亮（とりづか あきら）氏が決まった。鳥

塚氏はいすみ鉄道株式会社代表取締役社長。 

・今月の理事通信は今回の役員会報告を載せるた

め11/7以降に発行予定。 

⑩ YMCA関連  光永尚生 

・10/9（日）の東山荘献堂式に107名の出席者があ

った。 

・日本YMCA同盟主事の任期が終わり、次期総主

事として神崎清一氏（京都YMCA）が就任の予定。

2017年3月26日（日）15:30から日本YMCA総主

事就退任式がAYC（在日本韓国YMCA）で行われ

る。 

⑪ 東日本区関連   小山憲彦 

・東日本区平均年齢表が提出、確認された。 

⑫ 東日本区定款改訂委員会 辻剛委員長 

・東日本区定款改訂委員会がこれまで2回、行わ

れ、現在、各部・各クラブで検討した内容を集計し

ているところ。 

・2016年12月から定款の前文を公募する予定。 

・主な変更点（事務所、代議員会、監事の役割な

ど）についての説明が行われた。 

 

6 議案審議・協議 （議長：利根川恵子理事） 

議決権者出席11名 

 

第1号議案「2016-17年度第1回役員会議事録承

認の件」(提案者:利根川恵子理事) 

提案内容: 2016-17年度東日本区第1回役員会

(2016年7月9日(土)開催)の議事録(別紙添付)を

承認されたい。 

採決：全員の賛成で承認。 

 

第2号議案「第19回東日本区大会決算報告およ

び余剰金の扱いについて」(提案者:渡辺隆直前理

事) 

提案内容: 第19回東日本区大会の決算報告（別

紙）の承認。 

・余剰金（55,122円）を以下の宛先に寄付する。 

 山梨YMCAへ   50,000円 

 熊本地震支援募金へ   5,122円 

質疑： 

・収入の部にある「会議室使用料」は支出の部では

どこに該当するのか？ 

以下のように、科目・摘要欄の語句を次のように

一部修正する。 

（収入の部・科目）会議室使用料→会議室使用料

補助 

（支出の部・摘要）若里市民文化ホール→若里市

民文化ホール、他（会議室使用料） 

採決：議長・提案者を除く全員の挙手による賛成で

承認。 
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第3号議案「2017-18年度東日本区役員承認の

件」（提案者：栗本治郎次期理事）  

提案内容：2017-18年度東日本区役員を別紙の通

り承認されたい。 

採決：議長・提案者を除く全員の挙手による賛成で

承認。 

 

第4号議案「ヤングメンバーに対する東日本区大

会登録費補助規則の制定について」 

(提案者：菊地弘生会員増強事業主任) 

提案内容：2016年6月3日第4回役員会で「ヤング

メンバーに対する東日本区大会登録費補助制度

の新設が承認されたことに基づき、別紙のとおり

「ヤングメンバーに対する東日本区大会登録費補

助規則」の承認を求めるものです。 

質疑： 

・申し込み・支払った後、当日キャンセルした場合、

補助費はどうするのか。 

 当日、登録受付完了後、区事務局担当から受け

取ることになっているので、その場合は受け取れな

い。 

・EMC事業主査・EMC事業主任という言葉は規

則などにないのではないか。 

 語句を修正する。 

・年度の記載は「2016年度」とするのではなく、

「2016-17年度」とまたがった年を記載する方が良

い。 

 語句を修正する。 

・資料の「申請書」の提出先が主任だけになってい

るが、部長にも連絡をしたほうが良い。 

 下記に提出先を明記し、部長にもすみやかに連

絡するようにする。 

・第6条「期間」、第7条「評価」、第8条「改廃」につ

いて分かりにくい。 

 元々、時限立法であり、評価、改廃が必要に応じ

て行う必要がある。しかし、分かりにくい文章なので、

語句を修正する。 

修正：次のように修正する。 

第5条 補助金の申請 

第1項 補助金の申請は、大会登録申請後、直ち

に、クラブ会長は、別途提示する所定の申請書を

会員増強事業主査に提出する。 

第2項 会員増強事業主査は、申請書を受領後、

直ちに、会員増強事業主任に提出する。また、部

長に報告する。 

第6条 期間 

 この規則の有効期間は、2016-2017年度から

2018-2019年度の3カ年とする。 

第7条 評価 

会員増強事業主任は、この規則について、

2018-2019年度後期の時点で運用実績等を評価

し、期間延長の可否につき役員会に議案として提

出する。 

第8条 改廃 

 この規則は、東日本区役員会の承認を得ることに

より改訂または廃止することが出来る。 

採決：議長を除く全員の挙手による賛成で承認。 

 

第5号議案 「第20回東日本区大会登録費の件」 

(提案者：利根川恵子理事) 

提案内容：・第20回東日本区大会登録費を以下と

する。 

 ・メン          16,000円 

 ・メネット       15,000円 

 ・ユース（２９歳以下）    8,000円 

 ・コメット（小学生）    5,000円 

採決：議長を除く全員の挙手による賛成で承認。 

 

第６号議案 「20周年記念誌編集委員会の選出の

件」 

(提案者：利根川恵子理事) 

提案内容：東日本区20周年記念誌編集委員長と

して北村文雄ワイズ（厚木）を選出し、委員会を発

足する。 

採決：議長を除く全員の挙手による賛成で承認。 

 

第７号議案 「「東日本区定款改訂委員会規則」一

部改訂の件」 

(提案者：利根川恵子理事) 

提案内容：当該「規則」は、2016年7月9日(土)に

開催された第１回東日本区役員会にて承認されま

した。その後、7月30日(土)に開催された「第１回 

東日本区定款改訂委員会」にて辻 剛委員長が

「議決条項」を追加する提 案を行い、審議の結果、

委員会として承認されました。当該「規則」の充 実

化を図るための措置であり、当役員会の承認をお

願いします。 

現規則の「（位置）第3条 第1項」の後に、以下を追

加する。  

「第3条 位置・議決 第２項 委員会は、委員の過

半数の出席で成立 し、決議は出席委員の3分の2

をもって決する。」  
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なお、上記委員会で当該規則の「条項建て」につ

いては、定款や他の規則に倣うことも併せて決定し

たので、全体の「条項」を見直ししました。 

採決：議長を除く全員の挙手による賛成で承認。 

 

第８号議案 「東京目黒クラブの解散」 

(提案者：細川剛東新部部長) 

提案内容：東新部・東京目黒クラブの解散を承認

願いたい。 

質疑・意見： 

・解散に至るまで東新部部長としてどのような手を

打ったのか。 

 メンバーの減少、高齢化など事情は分かってい

たが、解散届は突然に出されてきた。 

・解散の理由、経緯もなく、解散届だけ出されてき

たのでは承認することができない。今後、同じような

ことが起こることも想定して、「解散届」のフォーマッ

トを整え、解散に至るまでの経緯、理由などを明確

にする必要がある。 

採決：多数（9名）の挙手による賛成で承認。（棄権

１名） 

 

7 監事講評         

駒田勝彦監事 

・理事のパワーポイントを使った報告は分かりやす

かった。特に文字情報だけでは伝わりにくい写真

などを用いて部長報告も行ってほしい。 

・委員会は活発な動きをされているのが伝わってき

た。 

・部長報告のスタイルが整っていた。 

・議案審議については16名の役員の内11名しか

出席しなかったのは残念であった。特に部長は発

表だけでなく、部への伝達という役割もあるので、

できうる限り出席をする。 

・区大会の決算書はフォーマットを統一した方が良

い。今後の検討課題としたい。 

久保田貞視監事 

・事業主任の発表に対して、各部の意見交換の場

という意味も大切で、部の反応、対策など発表して

もらいたい。 

・IBC/DBCにより活発な交流をしてほしい。大会等

に参加しても交流できる相手がいないのではワイ

ズの魅力低下につながる。 

・東新部部大会のようにワイズ以外の外部の人を

招く、地域の人々を巻き込むというにはワイズ活動

の良いアピールになる。 

・議案の内容・語句については常任役員会でもっと

詰めておいた方が良い。 

 

8 閉会式 

・YMCAの歌  一同 

・閉会挨拶  利根川恵子理事 

・閉会点鐘  利根川恵子理事 

写真撮影 

(午後5時30分) 

 

第2回東日本区役員会出席者 

【議決権保持者】（12名）  

常任役員：理事・利根川恵子、次期理事・栗本治

郎、直前理事・渡辺隆、書記・山本剛史郎、会計・

吉田公代 

事業主任：会員増強・菊地弘生、国際・交流・太田

勝人、ユース・大久保知宏 

部長：、北東部・長岡正彦、関東東部・片山啓、あ

ずさ部・浅羽俊一郎、湘南・沖縄部・若木一美、富

士山部・増田隆 

（欠席：地域奉仕・加藤博、ユース・大久保知宏、

北海道部・山本雅之、東新部・細川剛） 

（午後欠席：北東部・長岡正彦） 

 

【役員会構成メンバー】 

監事・駒田勝彦、久保田貞視、文献・組織検討委

員長・宮内友弥、LT委員長・伊藤幾夫、JEF委員

長・村杉克己、東日本区事務所人事委員長・栗本

治郎（兼務）、東日本大震災支援対策本部長・利

根川恵子（兼務）、東日本区定款改訂委員会委員

長・辻剛、ヒストリアン・仙洞田安宏、ITアドバイザ

ー・大久保知宏(兼務)、トラベルコーディネーター・

長澤山泰、広報・伝達専任委員・吉野勝三郎、理

事事務局長・吉野勝三郎（兼務）、東日本区事務

所所長・利根川恵子（兼務）、東日本区事務所職

員・小山憲彦、連絡主事・光永尚生 

 

【オブザーバー】 

次期書記・大川貴久 
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② 2016-2017年度第 2回東新部役員会報告 

 

2016-2017 年度 第 2 回東新部役員会議事録（案） 

記録：東新部書記 田中博之 

 

日時： 2016 年 11 月 9 日（水）18:30～21:00 

会場： 細川事務所 

 

出席者：細川剛部長（途中退出）、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、進藤重光国際・交流事業主査、大槻展子ユース事業主査（遅刻）、

村野繁部大会実行委員長（遅刻）、長澤弘 LT 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、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） 

 

議事 

司会：田中書記 

1. 部長挨拶 

2. 直前部長挨拶 

3. 第 2回評議会プログラム確認：原案どおり承認 

4. 評議会議案事前審議 

① 2016-2017 年度第 1 回評議会議事録承認 

・原案どおり承認 

＜議事録のフォロー＞ 

・第 1 回評議会では「部主催のユース事業」へ東日本区から支援金が支給されることに対

して、東新部でも新しいユース事業を検討することとなっていたが、現状何も検討が行

われておらずユース事業主査の対応を求める意見が出された。 

・第 1 回評議会では、進藤国際交流・事業主査から東新部として、各クラからの献金に加

え、2 年間で 1,000 張りの蚊帳を寄付するとの説明があったが、目標を修正する必要があ

るのではないかとの意見が出された。  

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 

・原案どおり承認 

・委員の補充は行わず、松田さんにはオブザーバーとして可能な限り協力していただく。 

③ 次々期部長・次期部監事候補者の指名、承認 

・原案どおり承認 

④ 2017-2018 年度東新部役員承認 

・原案どおり承認 

・伊丹さんは、会員増強事業主査と監事を兼務する。これは、本来、望ましいことではな

いが特例として認める。 

⑤ 東新部部則改訂 

・誤字、脱字を修正し、承認 

・第 1回評議会で各クラブからの評議員を 5名から 3名に変更することが決議されており、
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今回の部則改訂ではその文言の検討を行った。  

・「部会」を「部大会」とすることは、東日本区の定款が改訂されると連動して変更される

ので今回は、改訂を行わなかった。 

 

⑥ 2016-2017 年度東新部部大会会計報告 

・不足金（60,342 円）を東新ファンドから充当する原案であったが、経常会計からの支援

金増額（80,000 円→140,342 円）で対応することが決定された。 

・本来、大会会計は、ホストクラブの責任で部からの支援金、大会登録費の範囲で収支を

合わせる必要があることが確認された。 

・一般公開を行ったことに伴って、経費が増大したが。早めに常任役員会の承認（支援金

の増額）を求めるべきであった。 

・大会自体は多くの一般参加者を集め、RBM、対外広報、EMC 上も大きな成果があった。 

・本日の役員会終了後、会計監査が行われる。 

 

5. その他 

① 東京目黒クラブ解散 

・東新部臨時評議会の承認を経て、11 月 5 日の第 2 回東日本区役員会で解散が承認された。 

・解散手続きについては部長や会員増強事業主査等に相談もなく突然ブリテンで発表した

り、承認前に会員異動届を出したり等、大いに問題があった。 

・解散に至る前に、部としてもできる限りのサポート、アドバイスを行いたかった。 

・万国旗、ランチョンベル、ギャベルは東日本区に返還する。 

② 東新部中間会計報告 

・加藤会計から今年度の東新部会計について、10 月末時点の会計報告があった。  

③  EMC シンポジュウム 

・太田会員増強事業主査から検討・準備状況、他部（関東東部、あずさ部）との相談状況

の報告があった。 

・費用負担を他部と事前に相談しておくことが指摘された。 

・EMC シンポジュウムの担当は、会員増強事業主査であり、LT 委員会が協力することが

確認された。 

④ 東日本区定款改訂 

・田中書記（定款改訂委員会書記）から概要の説明が行われた。 

⑤ 第 21 回部大会ホストクラブ、準備委員長 

・後藤準備委員長のご病気により、一時ホストクラブ（東京まちだ）の返上、準備委員長

の辞任の話が出たが、後藤さんの病状が安定し、本人としてもクラブとしても継続して

役割を務める正式な意思表示があった。 

・本件に関連して東京コスモスクラブからホストクラブ変更の議案が提出されているが、

上記の状況により、議案として審議する必要がなくなった。 

⑥ その他 

・田中書記（実行委員長）から東西日本区交流会の案内と参加の呼びかけがあった。 

 ・太田会員増強事業主査から新潟での新クラブ設立準備状況の説明があった。  

 

6. 次期部長挨拶 
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③ 2016-2017年度東新部会計中間報告 

 

収入の部

前期繰越金 0 0 0

部費 325,800 273,600 52,200 前期+後期83名、後期のみ15名 東京コスモスクラブ未納

クラブYVLF負担金 80,000 70,000 10,000 8クラブ 東京コスモスクラブ未納

東日本区事業補助 127,000 127,000 0 10万円＋90名×300円（主事含む）

その他収入 0 1 ▲ 1 利息

特別会計から繰入 0 0 0

合計 532,800 470,601 62,199

支出の部

YVLF負担金 160,000 0 160,000 2万円×8クラブ 未払い

部長活動費 24,000 16,000 8,000 未払い：伊丹直前部長 

部役員活動費 30,000 22,000 8,000 未払い：佐藤監事、櫻井委員長

部会関連事業費 80,000 80,000 0

評議会・役員会費用 30,000 9,528 20,472 役員会は部長オフィスで開催する 前期分東京YMCA支払い、第1回評議会茶菓子代

事務費 5,000 0 5,000

コピー・印刷費 10,000 0 10,000 各種大量印刷は内部で行う

通信費 5,000 5,910 ▲ 910 2015-2016年度部報郵送料

部報作成費 10,000 49,640 ▲ 39,640 内部で印刷 前期部報2号印刷代（区事務所） 

広報費 24,000 24,000 0

STEP派遣支援費 0 0 0

BF代表等受入費 10,000 0 10,000

セミナー等研修運営費 10,000 0 10,000

ユースコンボケーション支援費 20,000 0 20,000 本年度該当者なし

信越妙高クラブ交通費補助 36,000 18,000 18,000

信越妙高クラブ訪問交通費補助 50,000 9,000 41,000 主として部長公式訪問

表彰費 20,000 5,638 14,362

寄付金 0 0 0

雑費 5,000 1,538 3,462 振込手数料

予備費 3,800 0 3,800

特別会計繰入 0 0 0

次期繰越金 0 229,347 ▲ 229,347

合計 532,800 470,601 62,199

【特別会計（東新ファンド ）】

収入の部
前年度繰越金 886,609 886,612 ▲ 3 差額の3円は昨年度分の利息
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 886,609 886,612 ▲ 3

支出の部
新クラブ設立支援金 50,000 0 50,000
CS事業費 50,000 0 50,000
ASF事業費 50,000 0 50,000
クラブ入会費補助 120,000 66,000 54,000 多摩みなみ11名分
経常会計への繰り入れ 0 0 0
次期繰越金 616,609 820,612 ▲ 204,003

合計 886,609 886,612 ▲ 3

2016/11/12

【経常会計】

予算案備考

2016-17年度まで各クラブからの徴収を
停止中

予算―実績修正予算 実績 実績備考

2016-2017年度東新部会計中間報告(7/1-10/31)



24 

 

 

 

④ 2016-2017年度東日本区定款改訂について 
 
東新部は東京センテニアルクラブを除いて、検討、報告が完了 

詳細は別紙資料集を参照 

 

⑤ 事業報告 
 
【地域奉仕事業】 

地域奉仕事業主査：神保伊和雄（東京むかで） 

東日本区地域奉仕主任 加藤 博（熱海グローリー） 

ＣＳ活動のフォトコンテスト（継続） 

昨年度からの継続事業です。クラブとしてのＣＳ活動を記録して、また個人として自慢のワンショ

ットをどしどしお届けください。 

 

ＹＭＣＡサービス、ＣＳについて 

ＹＭＣＡサービスとＣＳ（地域奉仕）の活動はＹＭＣＡへの奉仕が、直接あるいは間接的であるかの違いで、

その目的は基本的に同一であり、明確な線引きをする必要がないと考えます。 

各クラブがＹＭＣＡサービス、ＣＳそれぞれの活動の場を持つことに必ずしも拘るのではなく、各活動の内

要充実が優先と考えます。 

体力のあるクラブは、新事業開発と継続事業の活発化を積極的に望んでほしいものです。 

他クラブの事業にクラブとして関心を寄せ、積極的に参加してみては如何でしょうか！ 

クラブの垣根を越え、他クラブの事業にクラブとして参加したり、協力を申し出たり、共同で新しい事業開

発を進めることも必要な時代です。また個人でも興味あるプログラムに加わってみてください。 

 

各クラブブリテンを積極的に改めて閲覧、購読して情報を得てほしいです。 

利用した広報活動をし、特にブリテン配布は地域の友人、知人など外部にも積極的に行い、活動の関心

をひろめたいものです。 

 

新しいＹサ・ＣＳ活動 

シニア Y・Y・Yキャンプ      2017．5月予定  【東京むかでクラブ】 

ワイズ シルバースキーキャンプ  2017．1月・2月 【信越妙高クラブ】 

問合せは各クラブへ 

足元を見直しましょう。見つめてみようじっくりと！ 

ＹＭＣＡ会員を！ ワイズメンクラブの仲間を！   

ワイズメンズ国際協会、東日本区定款 第３条 第３項Ａ 

「成人でクラブの入会式を済ませた者。クラブの会員はＹＭＣＡの会員になるものとする」 
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【会員増強事業】 
会員増強事業主査 太田勝人（東京世田谷） 

 

１．７月１日現在を示す「前期半年報」では、残念ながら９０名の会員に減少してしまいました。細

川部長の方針の最大テーマは「会員増強」にあり、７月の部長公式訪問にて各クラブを廻り、今期は

会員数純増＋２０名を目指す！と強調されました。 

私も部長に同行して皆様方に会員増強をお願いすると共に公式訪問以外の例会参加の折も、会員増強

に触れてお話しをして参りました。 

 

２．先期伊丹体制の時に伊藤幾夫実行委員長、並びに田中博之直前理事などのお働きにより７月１７

日(日)に「東京多摩みなみクラブ」のチャーターナイトを迎える事が出来、新しく１1 名の会員をお迎

えすることが出来ました（4 名は今まで所属されていたクラブからの転入があり、合計 15 名にて発足）。 

 

石田孝次会長、綿引康司副会長、深尾香子会計、安藤慎次さん、石川良一さん、小早川浩彦さん、 

真藤広子さん、滝口恵子さん、中村慶嗣さん、藤田智さん、本田栄一さん 

心からお迎え申し上げます。 

 

また、７月１５日(金)東京世田谷クラブの例会にて、松井直樹さん、９月１３日(火)東京クラブの例会

にて、別部絵利子さんがご入会されました。 

心からお迎え申し上げます。 

 

３．目下新潟に「新潟ワイズメンズクラブ」を創るべく、活動中であります。 

苦戦をしております。まだ確信には至っていませんが、新潟敬和学園 小西理事長兼校長にお会いし、

「Key Person,卒業生、またはお知り合いの方で核となる方」をご推薦していただけるようお願いを

しているところです。 

この件では、進行次第、東新部役員の皆様にご報告いたします。この文章をお読みの方で、新潟にて

これぞと思われる方をご存知ならば、是非ともご紹介下さる様 お願い申し上げます。 

 

４．今後の活動：継続して「会員増強」に取り組みます。 
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別紙 

東新部・関東東部・あずさ部 

20 周年記念 EMC シンポジュウム開催のお知らせ 

東新部会員増強事業主査・太田勝人 

 

拝啓、皆様、日頃のワイズ活動への取り組みとご奉仕に対して感謝申し上げます。 

EMC 活動はクラブ運営と発展の根幹をなすものであり、利根川理事方針にありますように、東日本

区の会員数 1,000 名達成を目指すものであります。 

東新部では毎年「フレッシュワイズセミナー」を実施して参りましたが、このたび在京ワイズの関東

東部、あずさ部に声を掛け、協力部として一緒になって下記ご案内の如く開催致しますので、奮って

ご参加下さる様お待ちしております； 

 

 ―日時 ： 2017 年 2 月 18 日(土)13：30－16:30 予定 

 ―場所 ： 東京 YMCA 山手センター(高田馬場)2 階「STEP」の部屋 

 ―参加費： 無料（終了後懇親会を持ちますが、有料となります） 

 

目的は、①ワイズ入会歴の浅い方、日頃ワイズ活動への“問題意識”をお持ちの方をはじめとして多

くの方にご参加いただき、②東日本区 LT 委員長、東京 YMCA 副総主事から「ワイズへの問題提起」

を投げかけてもらい、③若手のパネラーを中心に「問題提起」を大いに議論し、共有し、今後の発展

に繋げていくものとし、④20 周年記念にふさわしく未来志向を持った「EMC 決意表明」を纏め上げ、

東日本区の全員に発信していく、ことを狙っています。 

 

＜プログラム(案)＞          司会    東新部 会員増強事業主査  太田勝人 

１． 挨拶：東新部部長 細川 剛 

２． ワイズメン発展のための問題提起      東日本区 LT 委員長  伊藤幾夫 

３． YMCA 新中期計画とワイズへの問題提起   東京 YMCA 副総主事 菅谷 淳 

４． 若手会員による問題提起 ： 大槻展子ワイズはじめ 5-6 名（別途人選し確認中） 

５． パネルディスカッション 

６． 出席者で全体討議し、アンケートによる提言 

７． 伊藤委員長による問題整理、総括及び「EMC 決意表明」を提示 

 

お申し込みは、添付別紙に記載いただいき、2017 年 1 月 31 日までに太田までお送り下さい。 

 

敬具 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 

 

【国際・交流事業】 
国際・交流事業主査 進藤重光（東京） 

―第 2回東西日本区交流会に向けて飛躍をー 

 

１． 国際・交流事業の一環である UGP（Unified Global Project）は、国際協会レベルのプロジ

ェクトとして世界中のワイズメンズクラブが力を合わせて同じテーマに取り組む事業です。

2010-2011 年度からは、「ロールバックマラリア」（Roll Back Malaria）キャンペーンを実施。国

際赤十 

２． 字・赤新月社連盟と協働し、マラリア感染を防止するため蚊帳を発展途上国に寄付する事業

を行っています。当初は 2015 年がゴールとされていましたが、さらに 3 年間の継続が決まって

おります。そこで今期は細川部長のリーダーシップのもと RBM の社会的認知度を高めるため、

第 20 回東新部部大会のテーマを「今チャレンジ、子どもをマラリアから守ろう！」と題し、第 2

部での一般公開プログラムを企画。YMCA アジア青少年センターを会場に、外務省・千代田区・

東京 YMCA・在日本韓国 YMCA の後援を受け、区内の小学校・幼稚園・保育園にチラシを配布。

東京新聞や毎日新聞でも取り上げられ、おかげさまで会場が満員となる 220 名にご参加（内ワイ

ズ 88 名）いただきました。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！？」と題する楽しく学べる講演と、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）が成功裡に行われ、ロールバックマラリアへ

の献金として一般参加者の寄付、谷本氏からの T シャツ売り上げの一部寄付を含め、135,770 円

（蚊帳 170 張り相当）が捧げられました。 

２．太田東日本区国際・交流事業主任の召集で、東日本区国際・交流事業委員会が開催（7 月 24 日）

され、以下の 2 点が決定されました。 

①来年 2017 年 2 月に、ワイズが東西に分かれて東・西日本区となって 20 周年になる機会に、東山荘

にて 400 名規模の「第 2 回東西日本区交流会」開催。田中博之ワイズを実行委員長として、部事業主

査も実行委員として参画、区事業主任と一体となって準備を行う。区・部の IBC・DBC の取り組み

を紹介し、「お見合い」などでの活性化も図る。 

②BF 関連の「使用済み切手」の扱いについて、費用対効果の観点から見直しを図る議案が第１回東

日本区役員会に提出されたのを受け、コストをかけない実務対応策を決定。 

３．台湾・台北にて開催された第 72 回国際大会（8 月 4 日－7 日）では、浅羽あずさ部部長がコーデ

ィネーターを務めた「RBM への取り組み」のセッションで太田国際・交流事業主任が東新部の取り

組みを紹介。国際・交流事業の枠を越えて、「ワイズの外に向かって RBM 運動と蚊帳を贈ろう」とい

う趣旨での英語スピーチを行っていただきました。 

また、田中アジア地域 IBC 事業主任の司式にて、太田区事業主任も立会いのもとで「台北アルファク

ラブ・京都キャピタルクラブ・東京クラブ」の IBC トライアングル締結式が行われました。 

４．認定 NPO 法人マラリア・ノーモア・ジャパン(神余隆博理事長）主催の「マラリア制圧」を考え

るカクテル・レセプション（10 月 18 日）に太田区主任と共に出席し NGO、企業、国連、政府機関

者との親睦を深め、今後の協力の可能性などを話し合いました。 

５．引き続き TOF、YES、EF の意義と成果につきましても部内のアナウンスを強化するようにいた

しますので、皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 
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【ユース事業】 
ユース事業主査 大槻展子（東京） 

1 東日本区ユース事業 

東日本区では、以下のとおりユース事業委員会の下で活発に活動が展開されております。 

(1) インターナショナルユースコンボケーション 

2016 年 8 月 1 日から 7 日まで、台北で行われました。東日本区からは事前のオリエンテーションを実施し

た上で、6 名のユースを派遣しました。世界各国から集まるユースと約１週間にわたって生活を共にし、アクテ

ィビティやディスカッションを経験することで、若者たちに「世界」を体験してもらえたのではないかと思います。 

 

(2) 第 29回ユースボランティアリーダーズフォーラム 

東日本区各クラブ2万円の拠出金を頂いて開催させていただいているユースボランティアリーダーズフォーラ

ムが2016年9月9日から11日まで、東京YMCA山中湖センターで開催されました。参加者は、全国YMCAから

集まった若手リーダー。リーダーの先輩にあたる方からキャンプの真髄等を学ぶ、熱いイベントです。今年は、

「今ユースボランティアリーダーに求められること」をテーマに、青山鉄兵氏（文教大学人間科学部准教授・前野

尻学荘プログラムディレクター）に基調講演をしていただき、ユース32名、ワイズのべ約30名が出席して開催さ

れました。 

(３) STEP 

STEP（Short Term Exchange Program）は、各国のY's Men’s Clubのユースとの交換留学プログラムで

す。今年度は、デンマークからエスベン エネバルド ランヅガードくん（19歳）が来日し、2016年9月2日から22

日まで東日本区の多数のメンバーにお世話になりました。 

 

２ 東新部の状況・課題 

 ワイズユースクラブ東京-Y3では、２０１６年９月１０日に石鹸作りワークショップを開催する予定でしたが、参加

者が十分に集まらない等の理由により中止になりました。同クラブ以外、東新部ではユース活動として把握して

いるものはありませんが、ユース活動は、社会的に意義があり、ワイズメンズクラブの裾野を広げるために大きな

意義のある、大切な活動です。今後も、「ユース」とは何か、ユース活動をワイズがどう支援するのか、新しいメン

バーをどう集めていくのか、ということを引き続き検討していく必要があると考えています。 

以上 
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【LT委員会】 
LT 委員長 長澤 弘（東京） 

第１回 LT 委員会  

 日時：2016 年 9 月 29 日（水）18:30～20:30 

 場所：細川事務所 

 議題：フレッシュワイズセミナー実施について 

 出席委員：長澤弘、・伊藤幾夫・太田勝人 

  オブザーバー出席： 細川部長、田中書記、松田ヒストリアン 

 概要：（１）フレッシュワイズセミナーを 2 月 18 日（土）午後実施する。 

（２）今年度は 20 周年 EMC シンポジュウムとして行い、関東東部、あずさ部に共同開催を

呼びかける。 

       

第 2 回 LT 委員会 

 日時：2016 年 10 月 27 日（木）18:30～20:30 

 場所：細川事務所 

 出席委員：長澤弘、櫻井浩行・伊藤幾夫・伊丹一之・太田勝人 

 議題：ＥＭＣシンポジュウム実施について 

  概要：（１）関東東部、あずさ部ともに大枠として共同開催を了承 

（３） 伊藤東日本区 LT 委員長、菅谷東京 YMCA 副総主事から EMC を中心とした問題提起を行っ

た上、5～6 名から構成する若手のパネリストとパネルディスカッションを行う。出来れば

EMC 宣言を取りまとめ、発信する。 

 

【20年誌編集委員会】 
20 年誌編集委員会委員長 松田俊彦（東京） 

 

東新部 20年誌編集委員会は 2007～2008年度（堀井部長）から 2015～2016年度（伊丹部長）の歴代部長に

原稿依頼しました。 

更に、各クラブ会長に対し年度毎の主なできごと・会員数など原稿依頼しました。なお、本年度分は後で追加

しますので、後日改めて原稿依頼致します。 

 

 

【ヒストリアン】 
ヒストリアン（東京） 

 

本年度のヒストリアンは東京多摩みなみクラブの CN（2016.7.17）から東京目黒クラブの解散（2016.11.5）まで

の記録を保存しました。 

各クラブのブリテン、部報、部長通信はウェブマスターのご協力で、東新部ウェブサイトに掲載されています。

ご利用下さい。 
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【ウェブマスター】 
ウェブマスター 長澤山泰（東京） 

「部ウェブマスターからのお願い！」 

 

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】 

現在、ＨＰは月に数回の更新作業を行っています。 

ＨＰの機能として、部会、評議会等各行事内容＆写真掲載を始め、各クラブのブリテンが発行される
とブリテンリンク先一覧に追加しています。また運営マニュアル、部則、内規、ＣＳ支援金申請書、
部費請求書などの各種フォームを始め、東新部の歌も掲載しており、便利なサイトとなっています。
部内メーリングリストと共にＨＰの更なる活用をお願いいたします。 

 

＜ＨＰ構成＞ 

・部長のひとこと＆アピール（部長通信） 
・部書記よりの連絡事項 
・部役員＆ひとこと 
・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 
・各クラブブリテン一覧表 
・各種フォーム（部規定集、運営マニュアル、評議会出欠届、委任状、議案提出書等） 
・部カレンダー（部行事、クラブ例会等） 
・部掲示板（例会・行事等の情報他何でも） 

 
★部長へのお願い！ 
部長通信発行、ひとこと＆アピールをお寄せください。 
 
★事業主査（地域奉仕、会員増強、国際交流、ユース）、メネット委員へのお願い！ 
連絡・報告・アピール等の情報発信をお願いします！  
 
★各クラブ書記へお願い！ 
ＨＰに各クラブ発行ブリテンのバックナンバーをリンクしています。 
毎月のブリテンを添付メールにてお送りください。メールが出来ない場合は郵送で構いません。 
部カレンダー(yahoo)への例会日、行事予定等の入力を適宜行ってください！ 
ID: tohshinbu パス：351009 
 
★部役員を始め、メンバー全員へお願い！ 

掲示板への投稿をぜひお願いします！ 

ワイズ運動、部の交流活性化のためにも掲示板を有効に利用してください。 

投稿はワイズ関連であればどのような内容でも構いません。 

 
東新部ＨＰ → http://www.jep.org/tohshin 

これまでＨＰにアクセスをした事が無い方は、ぜひアクセスをしてください。 

上記に関する原稿＆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 

 

【ＭＬ】 
部役員、クラブ会長への情報発信に活用ください。 
◆部常任役員：ysjonin@jep.org （送信先：部長・書記・会計・直前部長・次期部長） 

◆部役員用：ysyakuin@jep.org （送信先：部長・書記・会計・直前部長・次期部長・ 

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・部ウェブマスター・部ヒストリアン・ 

部ＬＴ委員長・部メネット委員・部監事） 

◆部役員＆クラブ会長：yskaicho@jep.org （送信先：部役員及びクラブ会長） 

 

http://www.jep.org/tohshin
mailto:nagasawa@jep.org
mailto:ysjonin@jep.org
mailto:ysyakuin@jep.org
mailto:yskaicho@jep.org
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【メネット事業】 
メネット連絡員 細川俊枝（東京） 

１． 東日本区メネット委員会記録 
   第 1 回メネット委員会 7 月 30 日（土） 日本 YMCA 同盟 2 階会議室 

① 本年度の事業についての報告 

「国際プロジェクト」 

・シエラレオネの戦争被災児の教育 

・イタリア、シデルノの「早く学び、賢くなろう」 

・メネット国際登録料の検討 

「国内プロジェクト」 

・YMCA 施設へ絵本を贈る運動 … 2017 年 4 月 5 日（水）発送予定 

・東日本大震災支援       …  被災地子供サッカーへの支援他   

② 「メネットのつどい」について 

11 月 26 日（土）東京で開催予定、江東クラブが協力 

③  メネット献金について         

 第 2 回メネット委員会 9 月 28 日（水）日本 YMCA 同盟 2 階会議室 

①  「メネットのつどい」の打合せ 

11 月 26 日(土)  11:00~14:30 場所：東京 YMCA 東陽町センターWell-B 

 講師：武内陶子 「子育てと仕事、放送の裏側」 

 

２．東新部部大会への協力 

   部大会では、第一部、第二部の受付、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致しました。 

   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

供させていただきました。 

 

メネット参加者:磯田幸子.加藤孝子.黒岩美彌子.小島京子.郡山偕子.庄司翠.進藤裕美.長澤真紀.細川俊枝.

松本倫子.吉岡冨久子(東京クラブ)田中直美(東京多摩みなみクラブ) 
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⑥ YMCA報告 
 
【東京 YMCA近況報告】 

部担当主事 松本数実（東京） 

 

１．9 月 10 日、新宿駅前で恒例の国際協力街頭募金が行われ、会員、園児、学生、ボランティアリー
ダー、ワイズメンなど 162 人が炎天のもと呼びかけて頂き、146,684 円が寄せられました。募金
は、主にバングラデシュＹＭＣＡの子どもや若者を支える活動のために用いられます。ご協力あ
りがとうございました。 

 

２．ＹＭＣＡのブランド再生をテーマに、一昨年から全国のＹＭＣＡで「ブランディング」への取り
組みが始まっています。9 月 10 日、東陽町センターを会場に「ブランドコンセプトの発表とわか
ち合い」が行われ、主に東日本地区の 13ＹＭＣＡから 71 名が参加しました。昨年末に行なった
10,000 人イメージ調査など、内外調査の結果などをもとに新たなブランドコンセプトが話し合わ
れました。来年 10 月には、全国ＹＭＣＡのブランドスローガンが示され、ロゴマークも統一さ
れる予定です。 

 

３．9 月 22 日に予定されていた「第 30 回インターナショナルチャリティーラン」は、荒天のため残
念ながら急遽中止となりました。当日お越しいただいた方々、ありがとうございました。 

 

4．10 月 8～11 日、「第 19 回日本ＹＭＣＡ大会」が東山荘で開催された。全国から 311 名の関係者（う
ちユース世代 160 名）が集い、東京からも 22 名の職員や会員、レイパーソン、ワイズメン、ユ
ースリーダー等が参加しました。今大会では、ユース世代が実行委員として大会の企画、広報、
運営のすべてを担い、「ユースエンパワメントを加速する～私たちの活動が社会を変える」をテー
マに、活発な意見交換や全国の事例報告が行われました。大会期間中は、東山荘新本館の献同式
および継続会員賞や勤続者賞などの表彰式も執り行われました。 

5．10 月 10 日（体育の日）、第 33 回会員ソフトボール大会が出版健康保険組合大宮運動場にて開催

され、会員、賛助会企業、近隣ＹＭＣＡ、学生ボランティア、職員等併せて 15 チーム 216 名の

参加がありました。晴天の中、白熱した試合が行われ、賛助会企業のジョンソンコントロールズ

㈱よりチーム「ジョンソン・ブルー」が優勝の栄冠に輝きました。 

6． 10 月 31 日~11 月 2 日、「第 19 回ソウル・台北・東京ＹＭＣＡ指導者協議会（ＳＴＴ）」がリッ

チモンドホテルプレミア東京押上を会場に開催されました。今回は東京ＹＭＣＡが主管となり、

3 つのＹＭＣＡから理事・監事・評議員・運営委員・ワイズメン等、67 名の参加がありました。

基調講演は、アジア・太平洋ＹＭＣＡ同盟元総主事の山田公平氏に「高齢社会におけるＹＭＣＡ

の役割」をテーマにお話し頂きました。その他、各ＹＭＣＡの報告、児童・高齢者総合施設とし

てのグランチャ東雲施設見学、都内観光等を通じて、アジアに連なる大都市ＹＭＣＡの連帯、交

流を深めました。 

 

7．東京ＹＭＣＡが港区の指定管理者として 2007 年から運営している「芝浦アイランド児童高齢者交
流プラザ」と「芝浦アイランドこども園」が開設 10 周年を迎え、公募による選考を経て、「交流
プラザ」は来年度からの 5 年間、「こども園」は 10 年間の運営継続を決定しました。今後も港区
のコミュニティーの核としての働きが期待されています。 

 

8．11 月 26 日、山手センターにて「ソシアスフォーラム」が開催されます。今年は中期計画とブラン
ディングをテーマに参加者同士で東京ＹＭＣＡの未来を語り合う予定です。 

 

9．今年の「世界ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週」は、11 月 13～19 日です。今年のテーマは、「誰も
置き去りにしない“Leaving No One Behind”」です。11 月 17 日、18：30 より、在日韓国 YMCA

にて、東京ＹＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡと共に合同祈祷会を開催いたします。どうぞご参加下
さい。 
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⑦ 各クラブ報告 
 
【東京クラブ】 

東京クラブ会長 比奈地康晴 
 

Ⅰ 例会 

・７月例会キックオフナイト 7月 12日 東陽町センター 出席 47名（メン 23=96% メネット 8 ゲ

スト 6 ビジター10） 

・８月サマーウエルネス例会 8月 20日 群馬県上野村自然体験学習の家「木森れ陽」 出席 35名

（メン 19=89% メネット 7 マゴメット 1 ゲスト 8） 講演 土屋雅彦氏「上野村の村興しについ

て」 

・９月例会ワイズ理解ナイト 9月 13日 東陽町センター 出席 40名（メン 26=100% メネット 9 ゲ

スト 4 ビジター1）講演 荒このみ氏「“風と共に去りぬ”のマミーから“アメリカの黒人”へ」 

別部絵利子さんの入会式 

・10月例会 EMCナイト 10月 11日 東陽町センター 出席 33名（メン 21=86% メネット 8 ゲスト

3 ビジター1） 講演 西村晴道氏「世界の教会建築」 

 

Ⅱ 役員会 

・７月役員会 7 月 19日 富士見町教会 出席 13名 

・８月役員会 8 月 16日 富士見町教会 出席 16名（メン 14 ゲスト 2） 

・９月役員会 9 月 20日 富士見町教会 出席 11名 

・10月役員会 10月 18日 富士見町教会 出席 11名 

 

Ⅲ その他 

・進藤直前会長、加藤直前メネット会長ご苦労さん会 7月 30日 国際文化会館 参加 26名（メン

17 メネット 9） 

・第 34回 料理を作る会 7 月 1日 グランチャ東雲 参加 5名（メン 3 メネット 1 ビジター1） 

・第 35回 料理を作る会 8 月 12日 グランチャ東雲 参加 4名（メン 3 メネット 1） 

・第 36回 料理を作る会 9 月 2日 グランチャ東雲 参加 3名（メン 2 ビジター1） 

・第 37回 料理を作る会 10 月 7 日 グランチャ東雲 参加 4名（メン 3 メネット 1） 

・歴史街道＆地形たんけん隊 7月 3日 戸越銀座～大井町 参加 4名（メン 3 メネット 1） 

・歴史街道＆地形たんけん隊 10月 23日 鹿沼古峰神社～鹿沼町めぐり 参加 5名（メン 2 メネ

ット 1 ゲスト 2） 

・江戸城ファミリーウォーク下見会 10月 30日 赤坂見附～市ヶ谷 参加 8名（メン 6 メネット 1 

ゲスト 1） 

 

Ⅳ 他クラブ例会等に参加 

・東京西クラブ 40周年記念祝会 7月 16日 中野サンプラザ 参加 4名 

・東京多摩みなみクラブチャーターナイト 7月 17日 コンティ多摩センター 参加 11名（メン 9 

メネット 2） 

・第１回東新部評議会 7月 23日 東京 YMCA 社会体育・保育専門学校 参加 3名 

・国際大会 8月 4日～7日 台北圓山大飯店・花博公園爭艷館 参加 10名（メン 8 メネット 2） 東

京・台北・京都キャピタル IBCトライアングル締結 

・東京武蔵野多摩クラブ９月例会 9月 14日 東京 YMCA西東京コミュニティーセンター 参加 2名 

・第 20回東新部部大会 10月 8日 YMCAアジア青少年センター 参加 33名（メン 19 メネット 11 

コメット 3） 

Ⅴ ＹＭＣＡの行事に参加 

・東京 YMCA夏まつり 8月 27日 東陽町センター 参加 18名（メン 13 メ ネット 5 コメット 1） 

・第 29 回ユースボランティアリーダーズフォーラム 9月 9日～11日 山中湖センター 参加 1名 

・第 19回日本 YMCA大会 10 月 8 日 東山荘 参加 3名（メン 2 メネット 1） 
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【東京むかでクラブ】 
東京むかでクラブ会計 今井武彦 

本例会 
７月：7/19（火）東京 YMCA 東陽町センター多目的室、出席会員 12 名、ビジター6 名、メーキャ

ップ 2 名、出席率 93％、土井会長重任式、クラブ新役員紹介 

細川部長公式訪問スピーチ、部役員スピーチ、 

土井会長所信スピーチ、クラブ役員所信スピーチ、 

８月：8/16（火）東京 YMCA 野尻キャンプ・キツツキハウス、出席会員 7 名、メネット 3 名、ゲ

スト 5 名、ビジター5 名、メーキャップ 5 名、出席率 80％、DBC 神戸ポートとの交流 

卓話：元 YMCA 主事・殖栗信夫氏「野尻学荘の歴史の一コマ」 

９月：9/20（火）台風襲来のため例会中止 

１０月：10/18（火）東京 YMCA 東陽町センター多目的室、出席会員 10 名、ビジター1 名、メーキ

ャップ 3 名、出席率 87％ 

卓話：東京 YMCA 総主事・廣田光司氏「東京 YMCA 2016-2018 中期計画について」 

１１月：11/15（火）自由学園・明日館、 

 卓話：自由学園国際センター長・矢野恭弘氏「自由学園の教育理念と今後の教育」 

１２月：12/20（火）東京 YMCA 東陽町センター多目的室・ウエルビー 

 クリスマス礼拝：鈴木悟牧師、クリスマス祝会：ポットラックパーティー 

 

会議など 
下田会議：7/2（土）東京 YMCA 社会体育・保育専門学校、会員出席 14 名、DBC 神戸ポート 2 名 

2016-17 年度のクラブ方針を決定する会議 

シニアＹ･Ｙ･Ｙキャンプ準備会：7/23（土）、8/6（土）、9/10（土）、9/17（土）、10/1（土）東京 YMCA

東陽町センター多目的室、会員出席 7～11 名、DBC 神戸ポート 1 名 

 

地域奉仕事業など 
むかで野尻ファミリーキャンプ：8/15～17（月～水）東京 YMCA 野尻キャンプ、会員出席 7 名、メ

ネット 3 名、ゲスト：6 名（内 DBC 神戸ポート 3 名）、野尻湖一周ウォーク、温泉ツアーな

ど 

東京ＹＭＣＡ夏まつり：8/27（土）東京 YMCA 東陽町センター・アリーナ、会員出席 5 名、メネッ

ト 1 名、ゲスト 5 名（内ベトナムからの留学生 4 名）、かき氷 367 杯を売上 

川口こども食堂支援：7/21（木）、8/4（木）、9/1（木）、10/13（木）川口市末広・ベーカリージロー、

会員出席 2～3 名、毎月 5,000 円を献金、2～3 名で支援、次回は 11/10（木）を予定 

石巻市荻浜中学校津波石プロジェクト：7/25（月）、9/9（金）、10/7（金）、10/30（日）荻浜中学校 

仙台 YMCA、石巻広域クラブと共同して城井ワイズがプロデュース、中学生の授業に参加し

て津波石のコンセプト、デザイン、模型などをアドバイス、2 年後の完成を目指す。次回 11/11 

シニアＹ･Ｙ･Ｙキャンプ：10/22～24（土～月）東京 YMCA 山中湖センター、出席会員 10 名、キャ

ンパー19 名 

プログラムはキャンプファイヤー、ス

ケッチ教室、写真教室、水上プログラ

ム（ビッグカヌー、ボート）、ウォー

キング、落語会、バーベキュー、シャ

ンソンコンサート、講演「広岡朝子と

東山荘」、講演「シニアキャンプのす

すめ」、スケッチ・写真評価会 

○ 2017/5/14～17（日～水）に一般公募

の「シニア Y･Y･Y キャンプ」を予定 
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【東京世田谷クラブ】 

東京世田谷クラブ会長 岩崎 弘 

１．７月 出席率 ９２％ 

 今期キックオフの月にふさわしく、松井直樹さんの入会式を、細川部長・太田事業主査の立会いの

下で迎えることが出来ました。寺門ワイズの紹介で松井さんは以前から例会にご参加下さり、皆と顔

見知りとなってご入会となりました。 

２．８月 出席率 ９０％ 

 台湾台北にて開催された第４２回国際大会に、小原ワイズ夫妻と太田ワイズが参加し、恰好の機会

に IBC 先のハワイ、カイムキクラブの Seto さんとも交流をして参りました。太田ワイズは東日本区

国際・交流事業主任として①分科会で RBM への取り組みについて、東新部でのワイズ関係者以外の

外部に向かって RBM 運動の理解、そして蚊帳を送る献金活動を英語で話してきました。さらに、IBC

締結希望を募る活動を、西日本区の方と協働で行ってきました。台湾での大会が終わって、Seto さん

が来日された機会に８月例会は１週間繰り上げて、歓迎会を成城学園駅ビル内のイタリアン・レスト

ランにて開き、交流を深めました。 

３．９月 出席率 ８２％ 

 ７月に入会された松井ワイズによる「介護福祉の先進国に学ぶ」と題してオランダ・アメリカでの

現地取材の結果を含めて映像と共に紹介頂き、大変有意義な例会となりました。近い将来の我々の老

後の過ごし方にも参考になる点が色々とありました。 

４．１０月 出席率 ６２％ 

 今月は会員の中でたまたま例会の日に大事な用事が重なり、出席者が少なかったのは残念でしたが、

例会は YMCA 南センターの若いリーダーお二人（堀内君と山下さん）による YMCA 山中湖センター

で開催された「YVLF 参加の体験談」を聞かせてもらいました。「今リーダーに求められているもの

は何か？」という命題に向かってグループで討論し、全体会議で発表していく悩みとその過程での成

長を見て取れました。若人の成長こそワイズメンにとって嬉しい事はありません。また 10 月は南セ

ンターで 10/23(日)に「バザー」を YMCA-ワイズ協働で実施し、３０kg の餅つきはじめ色んなイベン

トを行って大いに盛り上がりました。終わって、ワイズの経費持ちで「慰労会」を行い、３０数名の

リーダーと職員、OB/OG の皆さんをねぎらい、老――壮――青と理想的な一体感となったことが印

象的でした。 

有難う！ 

 
【東京まちだクラブ】 

東京まちだクラブ副会長 谷治英俊 

7 月 11 日：7 月例会：細川部長公式訪問 

 後藤会長のモットー：「新クラブと共に ワイズを更に楽しもう」 

メンバーに抱負と理解を求める。計 14 名(M6 名) 

7 月 17 日:多摩みなみクラブ チャーターナイト 

スポンサークラブ後藤会長が喜びの挨拶を行った。 

東京まちだ・コスモス ２クラブの 25、20 周年事業として昨年の７月から準備委員会をスター

トして、１年間で、部を超えて、東日本区だけでなく西日本・DBC、いや世界のＹｓの応援を得

て、この日を迎えることが出来ました。感謝感激。ありがとう、ありがとう、有り難うございま

した。DBC の宝塚クラブ鯖尻会長・交流委員長石田さんが、紹介会員、真藤様を励ましに参加し

てくれました。感謝。チャターターナイトを大盛況に盛上げた。DBC の鳥取クラブ早川会長から

祝電・祝金届く。 

8 月 8 日:８月例会：小畑貴裕（新担当主事） 

「友情と地固めをクラブ員の望みです。」 
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ホテル学校校長時代に東京西クラブの担当主事をしたのでＹｓ理解はありますので、協力いたし

ます。 

8 月 27 日:東京コスモスクラブ 20 周年記念 

希望の講演会 聴く そして 待つ 安曇氏 全員で参加 

９月 12 日(月)：「みんなで考える まちだクラブ“更正”への試み」 

話し合い創り出し、継続 楽しみ集い。出席者：後藤、有田、平本、小畑、ビジター：佐藤茂美

（東京）、権藤（東京コスモス） 飯野毅与志（東京山手）、伊藤幾夫(東京多摩みなみ) 

10 月 10 日：10 月例会「ワイズを更に楽し

もう」 

各自持参の弁当を少しずつわかちあ

いまし。他人の弁当を堪能して、喋り

ました。 

 

＜予定＞ 

11 月 14 日(月)：11 月例会 

卓話者：中村 智信氏（賛育会理事）YMCA から生まれた賛育会。賛育会の町田事業所と地域に

生きること 

 

町田 YMCA 行事参加 

8 月 5、6 日：玉川学園南口夏まつりに町田 YMCA 参加。東日本復興支援 陸前高田グッズを販売し

ました 

10 月 24、31 日：町田 YMCA ベテランティア活動スタート講座 2 日間 12 名参加 

11 月 12 日：町田 YMCA シャロームの家 歌声ひろば 10 周年記念チャリテイーコンサート 

活動委員会 9/27・10/25・11/22 に参加 

 

【東京コスモスクラブ】 
東京コスモスクラブ会長 権藤徳彦 

“ 快復力あるワイズダムへ、いのちよ、健やかに ” 

🌸 7月 17日(日) 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・スポンサークラブを、

CONTI 多摩センターにて、東京まちだクラブと協働で、果たし、同 23 日、細川剛部長公式訪のキ

ックオフ例会を開催。 

🌸 8 月 27 日(土)東京コスモス設立 20 周年記念例会を、市民公開講演会「 “聴く”そして“待つ”」と

題し講師・安積力也氏(元・日本聾話学校校長先生)を招き開催、3 部 9 クラブ 30 名の皆様のご参加

を頂き続く祝会で懇親・交流の時を持ちました。同 4 日・5 日は玉川学園商店会夏まつりに出店し

て、“忘れない！東日本”をアピール。 

🌸 9 月 24 日(土) 月間強調テーマ「ユース」を焦点に、松香光夫副会長から山中湖センター

「YVLF2016 参加報告」の卓話例会を開催。 

🌸 10 月 22 日（土）10 月例会は、中村基信氏 

(元 YMCA 職員。現在当町田市にある、社会福祉法人賛育会・第二清風園施設長)から、「ワイズは

地域の宝物！」と題して、東京大学 YMCA から生れ 98 年の歴史を持つ賛育会も知る機会となり

ました。 

🌸 10 月 24・31 日(月)、町田 YMCA 第 21 回“ベテランティア“ フォーラム「 “あなたらしく”のボラ
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ンティア活動スタート講座」を、東京まちだ、東京コスモスで協催しました。 

🌸 東京町田 YMCA の月例活動、「ベテランティアの集い」「歌声ひろば」「子どもの科学実験教室」

の開催支援を継続し、ワイズ YMCA サービス、CS、会員増強の機会としています。 

 
【東京センテニアルクラブ】 

東京センテニアルクラブ会長 申鉉錫 

 

会員の減少が続く厳しい状況の中で迎えた 2016－17 年度は、これ以上の会員減少を食い止め、増加

に転じられるかどうかの正念場である。 

7 月例会（7 月 14 日）では、東新部部長以下、役員の公式訪問を受け入れ、役員の皆様からの期待の

声をと叱咤激励をいただいた。また 9 月例会（9 月 30 日）にも、細川部長をお迎えし、在日本韓国

YMCA を会場として行われる部大会への応援と、今後のクラブ活性化の方案（社会的に関心の高いテ

ーマを卓話に取り上げ、新規参加者の増加を図る等）について確認を行った。 

今後の予定として、11 月 19 日には恒例の在日本韓国 YMCA バザーに参加し、日本語学校留学生を

はじめとする YMCA に集うユースとの交流を深めることになっている。 

また 12 月例会は、例年同様、音楽を主としたクリスマス例会を行う。退会者にも参加を呼びかけ、

あたたかい雰囲気の中でクリスマスをお祝いする予定である。 

 

【信越妙高クラブ】 
信越妙高クラブ会長 福澤 系司 

１．例会 

  ７月２８日  於：Ｐ．富夢想野  （部長公式訪問） 

  ８月２５日  於：Ｐ．富夢想野 

  ９月２９日  於：妙高高原ロッジ 

 １０月２７日  於：Ｐ．富夢想野 

  

２．ＹＭＣＡサービス 

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、今期も数回に

亘る芝刈り、敷地周辺部の草刈り、エントランスに造成した花壇への草花の植え付け。昨年芝地内の大

木の下の雑木を刈り払いしたのに続き、本年は、駐車場・芝地廻りのブッシュの刈り払いを続けている。 

 

３．ＣＳ 

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、草刈り等に施

設利用者と交流しながら汗を流した。畑の廻りに草花をと準備した花の苗は施設側の希望で施設前の花

壇に植え付けた。 

 

４．東日本大震災支援 

毎年、春と秋の２回それぞれ数日ボランティアに出向いていましたが、本年６月のワークキャンプで１０

回目・被災から５年と云う節目でもある事、石巻ボランティアセンターが仙台ＹＭＣA に移管された事、活

動に対する東日本区の補助がなくなった事等々により、クラブとしての今後について検討を重ね、続ける

こと及び受側となる石巻広域クラブ・仙台ＹＭＣA と充分な協議することが必要を決め、１０月１３・１４に被

災地山元町の仙台ＹＭＣA が支援活動をしているイチゴ農家を視察しながら、石巻広域ワイズ・仙台ＹＭ

ＣA と当会の３名でミーティングを行った。 

１０月例会で結果報告と協議の結果、従来通り年２回のペースで継続すること。仙台ＹＭＣＡを窓口に

仙台及び石巻周辺部での復興支援として相応しい作業のセッティングをお願いする事とした。 
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【東京多摩みなみクラブ】 
東京多摩みなみクラブ会長 石田孝次 

１． 活動報告 
 第１回仮例会開催 （7 月 5 日（火）） 

チャーター前ではありながら、細川部長の公式訪問をいただき、また、同行された部役員のみなさま

からも期待を込めた激励のお言葉をいただきました。 

 チャーターナイト開催 （7 月 17 日（火）） 

待望のチャーターナイトが、クラブの活動拠点となるコンティ多摩センターにて、101 名の登録のも

と、賑やかに開催されました。多くの方々のご参加と沢山のお祝い、祝電をご頂戴し、改めて期待の

大きさを実感するとともに身の引き締まる思いの中でスタートを切りました。 

 東新部第 1 回評議会に参加 （7 月 23 日（土）） 

初めての公式の部内行事に参加し、評議会参加の多くの皆さまによる後押しのお陰で東新部に所属す

ることになった新クラブとしてのお礼と挨拶を行い、出席の皆さまから、改めてチャーターの祝福を

いただきました。 

 8 月納涼例会 （8 月 2 日（火）） 

例会の後、近所のイタリアンレスランでクラブ初の懇親会を開催し、親睦を深めました。 

 東京まちだクラブ例会にお礼参加  (8 月 8 日（月）） 

我がクラブが、正式に活動を開始することになり、生みの親として全面的に後押しをしていただいた

お礼を述べるため、また、東京まちだクラブの DBC 鳥取クラブからのお祝い金の授与式に臨むため 2

名が参加しました。 

 「東京 YMCA 夏祭り」に初参加・初出店 (8 月 27 日（土）） 

初めての対外活動として「東京 YMCA 夏祭り」に我がクラブのマスコットである「ぽんぽこたぬき」

にあやかり「冷やしたぬきうどん」を出店しました。クラブとしての初めてのボランティア活動を体

験し、今後のクラブの活動に向けて、とても良い経験を積むことができました。また、夏祭りの後、

我々の生みの親である東京コスモスクラブの 20 周年記念例会と記念講演会に 3 名が参加しました。 

 9 月例会 （9 月 6 日（火）） 

クラブ初のメンバースピーチとして藤田さんによる「野菜作りはコミュニケーション ～野菜から学ぶこと～」。多

くのビジターにも参加いただきました。大槻東新部ユース事業主査からはユース事業についてのレクチャーを

いただきました。初のオークションも盛り上がりました。 

 東京 YMCA 西東京フェスティバルに参加  (10 月 2 日（日）） 

高尾の森わくわくビレッジにて開催された東京 YMCA 西東京センターのイベントに、東京武蔵野多

摩クラブの助っ人として東京八王子クラブのメンバーと共に 3 名のメンバーが参加し、ポップコーン

を製造・販売いたしました。 

 10 月例会 （10 月 4 日（火）） 

こども食堂のコーディネーターの中村恵美さんをゲストスピーカーに迎え、「こども食堂から始まる～食べ物に

感謝」と題するトスピーチをいただきました。沖東京 YMCA会員部主任主事から東京 YMCAの活動につい

てのレクチャー、アピールをいただきました。 

 東新部部大会に参加 （10 月 8 日（土）） 

7 名が参加し、大会運営にも協力し、新入会員として壇上で紹介もいただきました。 

 

２． これからの計画 
 クラブとしての YMCA 支援、地域奉仕活動についての相談を進め、早期に具体的な活動を開始

していきたいと考えています。 

 できるだけ多くのワイズメンズクラブ、YMCA の行事に多数参加し、理解を深め、組織に馴染ん

でいきます。 

 例会では引き続き「ワンポイントワイズ」を実施し、学びのときを持ちます。 

 12 月例会は、東京まちだクラブ、東京コスモスクラブと合同でクリスマス例会を行います。 
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⑧ 2016-2017年度各種献金のお願い 

2016-2017 年度各種献金のお願い 

2016 年 11 月 12 日 

東新部クラブ会長の皆さま 

2016-2017 年度東新部部長 細川 剛 

東新部会計 加藤義孝 

日頃のワイズ活動へのご奉仕に感謝申し上げます。 

下記の表は、2016-2017 年度の東日本区方針に基づく目標献金額算定用の資料です。 

自由献金ですので、献金種類ごとに、献金するかどうか、また、その目標金額については貴クラブの

運営方針に沿って決めていただきますが、それぞれの献金の目的、意義をご理解いただいた上で、ク

リスマス例会、新年例会の場等でも呼びかけていただき、目標を達成いただく様、ご協力をよろしく

お願いいたします。 

なお、昨年度から献金の送金方法が、従来の各クラブから東日本区への直接送金に代わり、東新部経

由での東日本区への送金に変わりました。したがって、貴クラブの自由献金の総額を東新部会計口座

に送金いただき、併せて、「送金献金額明細報告」をメール・Fax のいずれかで加藤会計宛にお

送りください。 

（なお、区費や、下記表以外の献金については、従来どおり、東日本区事務所宛に送金願います。） 

 

＊自由献金の目標額の算定は 2016 年７月１日（上期半年報）の会員数が基準となります。後期半年

報の会員数ではありませんのでご注意ください。 

この会員数には広義・功労会員は含まれず、担当主事は含みます。 

 

① 自由献金の東新部会計口座振込納付期限：2017 年 2 月 10 日 

振込先：三菱東京 UFJ 銀行 竹ノ塚支店 

普通預金 0292224 ワイズメンズクラブ東新部会計加藤義孝  

② 「送金献金額明細報告」報告期限：2017 年 2 月 15 日必着 加藤会計宛 

 

＊目標額算定については、2016-2017 年度「東日本区ハンドブック＆ロースター」をご参照ください。 

担当 献金種類（事業） 2016-2017年度東日本区達成目

標 

備考 

地域奉仕 

CS 1,250 円/人以上 

年賀切手は、できるだけ現金換算して

献金額に加算してください。切手の現

物を献金される場合は、東新部会計へ

別途送付してください。 

ASF 500 円/人以上  

FF 500 円/人以上 HIV/AIDS 啓発に用いられます。 

国際・交流 

BF 2,000 円/人以上 使用済み切手は別途 

TOF 1,300 円/人以上  

RBM 800 円/人以上 ロールバックマラリア 

YES 500 円/人以上 個人献金も歓迎 

＊別途、各クラブ会長にお送りする「クラブ目標額通知」と「送金献金額明細報告」をご確認願い

ます。 
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