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E 人（イーヒト）になろう！
人（イーヒト）になろう！
― ご挨拶と活動方針
ご挨拶と活動方針 ―
東新部部長 伊藤幾夫（東京
伊藤幾夫（東京多摩みなみ
（東京多摩みなみ）
多摩みなみ）
今期の部長主題として「Ｅ人(イーヒト)になろう！」を掲げました。「Ｅ人(イーヒト)」とは、
「EMC を重点課題と感じている人
人」とでも定義したいと思います。高齢化、会員数の減
少というワイズの現状の中で、これからのワイズを見据えたとき、エクステンション(子クラ
ブ作り)と会員増強は喫緊の課題であると考えます。今期は特に、EMC にエネルギーを
注ぎたいと思います。私たちは、ワイズメンであることに誇りと喜びを持っています。その
ワイズメンの基盤となるのは各クラブであることは言をまちません。私たちはワイズメン同
士の交わり、奉仕活動を通してワイズの良さを日々感じています。このことをもっと広め
ていきましょう。そして、その結果としてワイズの仲間を増やしていきましょう。そのことが、
くと考えます。どうぞこの 1 年、よろしくお願いいたします。

地域奉仕活動の充実、ユースを積極的に巻き込む機会、YMCA 支援につながってい

具体的には、以下を重点課題として取り組んでいきます。
① EMC の取り組み
a． 部内にエクステンション委員会を設置し、
部内各クラブと連携をとりながら、具体的
な課題に対して方策を講じていきたい。
b． 東京まちだクラブ、東京コスモスクラブを
支援し、町田地域の新展開を模索してい
きたい。
c． 東京センテニアルクラブ、信越妙高クラブ
の支援を深めていきたい。
d． 東新部 100 名以上を当面の目標としたい。
② CS/Y サ活動の取組み支援
a． CS/Y サ事業のさらなる開発、充実、発展
を支援したい。事業表彰も検討したい。
b． YMCA のイベントへの参加を奨励、イベ
ント情報を提供していきたい。
c． CS 活動、YMCA イベントを通して、ユー
スを巻き込む機会としたい。
d． 特別会計(東新ファンド)の CS 資金 1,250
円、ASF 資金 250 円の集金を再開し、有
効に活用する。

③ 国際・交流事業への支援
a． 昨年度の RBM(ロールバックマラリア)事業
の成功を引き継いで、実績を継続したい。
b． IBC/DBC 締結の推進をはかりたい。
④ ユース事業の支援
a． 各クラブの例会、イベントなどに積極的にユ
ースを巻き込んでいきたい。
b． あらゆる場面でユースとの交流・支援を意識
していきたい。部大会にユースを招待など。
⑤ 部内コミュニケーションの向上
a． 部長通信の発行
b． 部ウェブサイトの活用と発信
c． 東新部 20 周年記念誌の発行
第 1 回役員会：7 月 12 日(水) 18:30～20:30

当面の行事予定は、次のとおりです。
東京 YMCA 南センター

第 1 回評議会：7 月 15 日(土) 13:30～16:00
東京 YMCA 山手センター

第 21 回部大会：10 月 14 日(土) 13:00～17:00
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東京 YMCA 社会体育・保育専門学校

E 人（イーヒト）に期待
東日本区理事 栗本 治郎（熱海）
2017 年度のスタートに当たり、東新部の皆様にご挨拶と理事方針を述べさせて頂きま
東日本区は 1997 年の発足時に 1,246 名でスタートしましたが、毎年の様に会員の減
す。

少と共に高齢化が進みました。クラブの平均会員数も 1997 年の約 21 名から現在は

約 15 名になりました。クラブの弱体化です。15 名以下のクラブも半数を数えます。

が弱いので、英語表示を「Extension Membership & Conservation」としました。ズ
そこで、理事主題を「広げよう ワイズの仲間」としました。日本語主題ですとインパクト
バリ E・M・C です。

東日本区 21 年目の今期は、会員の皆様に会員増強の意識を強く持ち、新会員候補

ブ会員数を理想的とされる 30 名~40 名を目標とする意識の改革をお願いしたいと思います。

の発掘・推薦を心掛けて頂き、今一度、身の回りの知人・友人を例会にお誘い頂きたいと思います。そして、クラ

特に、首都圏のクラブが元気に、活発な活動（CS 事業）をされることが、日本のワイズの知名度アップに繋がりま
す。東新部では、既にエクステンション委員会が設置されることが決定しているそうで、早速の対応に感謝申し
上げます。新クラブの設立への取り組みを宜しくお願い致します。

魅力ある YMCA を目指して
東京 YMCA 総主事 菅谷 淳
日頃より東京 YMCA の使命と理念にご賛同いただくとともに、物心両面より幅広くご支
おかげさまで東京 YMCA もこの５年ほどで財政再建が進み、未来に向けて本来やるべ
援、ご協力を賜り感謝申し上げます。

きことを中期計画に従って力強く遂行していく所存でございますのでよろしくお願いしま
東京 YMCA がワイズの皆様に支援をしていただくためには、まず私たちが、支援したく
す。

なるような魅力ある YMCA にならなければと考えております。

具体的には YMCA のコミュニティーセンターが発展することと考えています。地域の課
題に取り組み、地域に根差し、地域の一員として汗をかいている YMCA の姿を見て、

「よし私も協力しよう」、「力になろう」と参画・支援していただけるものと思います。
規事業開発の 3 本の柱を据えました。ワイズメンの皆様には未来に向けて歩み始めた YMCA を我が子のように

中期計画ではこの会員活動とコミュニティーセンターの拡充を真ん中に据えて、そこに設備投資、人材育成、新

見守り応援していただきたいと願います。ボランティアや奉仕活動が当たり前のように行われる市民社会創出の
ためにこれからも末長くご支援、ご協力をよろしくお願いします。
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部役員活動方針、
部役員活動方針、メッセージ
活動方針、メッセージ
頭に立って全面的に代理して頂き、素晴らしい成果
を収めることができました。
東日本区大会で東新部が「理事特別賞」という望
外の賞をいただけたのも皆さまのおかげです。
そして、昨年度に始まった東京むかでクラブの「YYY
キャンプ」と信越妙高クラブの「シルバースキーキャン
プ」は、「ワイズの良さ」を、自信をもって外部発信でき
る素晴らしいプログラムであると思います。本年度の
プログラムの進展を期待しております。
新たに設置された東新部エクステンション委員会を
中心に、皆様の働きにより多くの新しい仲間を迎える
ことが出来、共に東新部が発展できますよう、小生も
尽力したいと思います。

最初の一歩を
次期部長
神保伊和雄（東京
神保伊和雄（東京む
（東京むかで）
かで）
いよいよスタートです。伊藤幾
夫部長の捌きを見習い、東新
部の活躍を一緒に歩みを揃え
たいと思います。仲間たちを
増やさなくてはとの思いはみ
んなが気にしている課題です。
何が欠けてるの？何が必要な
の？知恵？汗？
面白さが見当たらない？若者
が何処にもいない？
とりあえず 100！、無理して 150！
夢のまた夢 200！
でも一歩一歩、歩を揃えて歩き出そうではありません
か？1 本釣りも良し、投網で一網打尽も良し、トロー
ル船でもやとってみましょうか！
視点を変えて新クラブの設立も良し、クラブ単位でダ
メならクラブ連合で挑戦してみたらどうですか？東新
部丸で何か組立てることはできないですかね？でき
ることを確実に始めましょう！
のん気な事を言っているうちにあと 365 日で「次期」
が取れてしまう日が来る。
Y サ･CS・EMC・Youth・国際・交流・・・。新しい年度
を迎えるにあたり、最初の 1 歩を踏み出しましょう！

新しい東新部への進化
書記
田中博之（
田中博之（東京多摩みなみ
東京多摩みなみ）
多摩みなみ）
昨年度に引き続き東新部書
記を務めます。どうぞよろしく
お願いいたします。東新部
21 年目の今、これまでの東
新部の伝統を引継ぎつつも、
時代の流れ、変化に対応し
た新しい東新部への進化の
お手伝い、部内各クラブの
活性化のお手伝いに力を尽
くします。
書記からのお願い：各種会合の出欠、提出物の締め
切りをどうぞよろしくお守りください。

東新部の連携と協働で外部発信
直前部長
直前部長
細川 剛（東京
（東京）
昨年度は、東新部の皆様に
は大変お世話になり、感謝申
し上げます。
外部に向けて公開のロール
バックマラリア啓蒙プログラム
である第 20 回部大会「今チ
ャレンジ、子供をマラリアから
守ろう！」が大成功したのは、
東新部内の多士済々のメン
バーの連携と働きのおかげでした。
また、小生が体調を悪くした 11 月からの第 2 回、第
3 回部評議会を含む半年間は田中博之書記に、第 2
回と第 3 回の東日本区役員会と EMC シンポジウム
では、伊丹一之直前部長と伊藤幾夫次期部長が先

寝耳に水
会計
石田孝次（東京
石田孝次（東京多摩みなみ
（東京多摩みなみ）
多摩みなみ）
所属の東京多摩みなみクラブ
が昨年 7 月に発足し、その時
点で伊藤幾夫さんが、東新部
の次期部長として就任される
ことが既に決まっておりました。
東新部の役員は、クラブ会長
経験者でないと就任できない
ということらしく、消去法の中
で炙り出された格好で小職に
白羽の矢が立ち、まさに寝耳に水そのものでした。ワ
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う立派な監事がいらっしゃいますので、私が脱線しそ
うなときや職務怠慢の時には、目を光らせていただき、
緊張感のある一年にしたいと思っております。

イズの活動を十分会得できていない段階で部の役員
に就任することに大いなる躊躇いと不安に押しつぶ
されそうな心境の中、お引き受けした次第です。従い
まして、抱負を述べるなどということは、甚だおこがま
しいことでありまして、部会計担当としての職務を熟
知していないがために東新部クラブ会長およびクラ
ブ会計担当のみなさまにご迷惑をおかけすることが
多々あろうかと存じます。ただただ、ご迷惑をおかけ
しないようにとそれだけを念じて役目を全うしたいと考
えております。

交わりの触媒に
地域奉仕事業主査
地域奉仕事業主査
小川圭一（東京
小川圭一（東京世田谷
（東京世田谷）
世田谷）
東京世田谷クラブでは、童
謡・唱歌・逍遥歌・外国民謡、
そして賛美歌を歌う会を開
催してきました。会場は、
YMCA や教会、地域のボラ
ンティアセンターなど。また、
東日本大震災に際しては、
YMCA 石巻センターを拠点
の音楽ボランティアをこれま
でに16回開催してきました。
他クラブからのたくさんの支援もありました。同時に、
クラブ以外の協力も多く、たとえば、石巻センターへ
キーボードの贈呈がありました。さらに、喜ばしい出
来事は、外部からこのボランティアに参加した方が、
クラブへの入会を希望されたことです。このような歴
史を紹介しながら、各クラブが楽しみながら活動して
いるプログラムを取材し部内で共有し、拡散できる交
わりの触媒になれればと思います。

ワイズの良さをアピールし続けよう！
監事
佐藤茂美（
佐藤茂美（東京）
東京）

8 クラブが、この地域につ
いてどのような奉仕ができ
るかをいつも考えていきた
いと思っています。さしあ
たっては東京町田地域と、
東京神田地域です。
YMCA の働きを知る人々
が多いはずです。もっと夢
をもってワイズの良さをア
ピールしましょう。特別会計の CS 資金の徴収を再会
しました。これを大いに利用されることを願いつつ、今
年もワイズのあらゆる仕事を楽しみたいと思っていま
す。

会員数を三桁にしよう
会員数を三桁にしよう
会員増強事業主査
伊丹一之（東京
伊丹一之（東京むかで
（東京むかで）
むかで）

二足のわらじを履いた監事
二足のわらじを履いた監事
監事
伊丹一之（東京
伊丹一之（東京むかで
（東京むかで）
むかで）

「Ｅ」は新クラブ設立です。今
「Ｅ」
年度から部内にエクステン
ション委員会を設置、太田
勝人委員長のもとで、町田
地域、新潟市、東京 YMCA
本部が移転する西早稲田な
どに新クラブ設立を目指しま
す。
「Ｍ」は会員増強です。まず
「Ｍ」
はクラブ毎の会員勧誘のた
めのパンフレットを作りましょう。各クラブから 5 人以上
の新入会員候補者を出していただき、その方々へ紹
介者、会長、クラブの会員増強委員長、事業主査な
どでチームを作り、勧誘を行いたいと思います。一桁
のクラブは 10 人を、二桁のクラブは 20 人を目指し、
東新部の会員数を三桁にしましょう。

部長を経験すると、その前
後 4 年間にわたって部の
役員になります。部長の 1
年前の次期部長年度、部
長の年度、直前部長年度、
そして監事の年度です。
前任者の太田勝人監事も
そうでしたが、私も監事と
会員増強事業主査の二足
のわらじを履くことになりました。執行役員と監事が同
一人物ということは、一般にはあり得ないことですが、
ワイズの世界では人材不足ゆえか、東新部には悪人
はいないとの前提なのでしょうか、あり得ない状況が
実現しています。
幸いなことに、東新部にはもう一人佐藤茂美さんとい
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「Ｃ」は維持啓発です。役員会・第二例会や他のクラ
「Ｃ」
ブ例会に出席してメーキャップし、出席率を上げまし
ょう。欠席した会員には「寄せ書きハガキ」を送り、会
員とクラブの絆を深め、退会者ゼロを目指しましょう。

コミュニケーションの仲立ちとして
ユース事業主査
ユース事業主査
松香光夫（東京
松香光夫（東京コスモス
（東京コスモス）
コスモス）
ワ イズダムの次代を担う青
年と連帯し、彼らの活動を
支 援 す る た め に YIA
（Youth Involvement and
Activities）事業があります。
東日本区ではユース事業
委員会を組織してこの事業
を進めていますから、東新
部としてもこれと協働して活
動を進めたいと思います。例えば、YVLF（ユースボ
ランティア・リーダースフォーラム）の応援、ユース・コ
ンボケーションへの参加を呼びかけたり、ユースクラ
ブ東京 Y３グループの支援、ワイズメンの子女の交換
留学（YEEP、あるいは STEP）への協力などです。
また、日常の活動（例会など）に、学生 YMCA や青
年会員を招くなどの経験を積むようにして、成功例の
情報を交換し、ユース事業に対する関心を高め、で
きれば実績を残せるようにしたいものです。
事業主査としては、これらのプログラムと、各クラブの
関わり合いを常に意識してもらえるようなコミュニケー
ションの仲立ちとして動きたいです。そうすることによ
って、自分自身の役割を常に自覚できるのだと思い
ます。

まずは RBM へのご協力を
国際・交流事業主査
比奈地康晴（東京）
栗本東日本区理事は、その
国際・交流事業での目標で、
①IBC/DBC の交流を推進
する。②各献金の目標を達
成するとしています。これを
受け、進藤東日本区国際・
交流事業主任は、その事業
方 針 の 課 題 で 、 ①
「 IBC/DBC 強 調 月 間 」
（2018 年 1 月）を活用する。②献金の国際的使用に
ついて理解し、現地状況の情報発信に努める、③
IBC/DBC 締結希望クラブの仲介、クラブ間ネットワ
ークの強化を行う。④３年間延長され、2018 年が最
終年度になる RBM(ロールバックマラリア)の取り組み
に協力していくとしていますし、その目標で、①各部
事業主査と情報や資料を共有する。②RBM をワイズ
内外に重要性をアピールし、意義を広く PR する、③
IBC：３クラブ、DBC:２クラブ、トライアングル IBC２組
以上を目標にする。④７月の「アジア太平洋地域大
会」をはじめ、海外ワイズとの情報交換・相互理解を
醸成、促進するとしています。
また、伊藤東新部部長は、その活動計画③「国際・交
流事業への支援」において、a. 昨年度の RBM（ロ
ールバックマラリア）事業の成功を引き継ぎ、実績を
継続する。b. IBC/DBC 締結の推進を図る。としてい
ます。さらに、前任の進藤国際・交流事業主査からは、
認定 NPO 法人マラリア・ノーモア・ジャパン等との協
働による、2018 年 4 月 25 日の「世界マラリアデー」
に向けての活動への取り組みを提言いただいていま
す。
以上を受け、より現状を確認し、内外のワイズクラブ
の協力・共同/協働関係と、それに関わる献金等の事
業がスムーズ且つ有効に機能するように努力いたし
ます。まずはロールバックマラリアの蚊帳の寄贈数の
目標 200 張にあと 30 となっていますので、その達成
のために東新部各クラブには積極的な支援をお願い
するとともに、その他の国際・交流事業に関しても積
極的な関与をお願いいたします。

ご協力下さい
ヒストリアン
櫻井浩行（東京
櫻井浩行（東京むかで
（東京むかで）
むかで）
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10 年前、「東新部 10 年史」
の編集に際し、資料の文献
保存の重要性を認識し、東
新部ヒストリアンの必要性
を受け、部にヒストリアン
（専任委員）が誕生しまし
た。東新部初代ヒストリア
ンを 6 年間務め、松田俊彦
ワイズにバトンを渡し、し
ばし休息をしていましたが、
松田ワイズの一身上の都合で、また、ヒストリア
ンに逆戻りしました。東新部の歴史を文献保存す
ることが私のお役目です。私が保存している文献、
松田ワイズが保存していた文献をただ今合体し、

リストを作成中。今期の第 1 回評議会にて報告い
たしますので、リストから漏れている文献をお持
ちの方は、文献保存にご協力いただきたく、よろ
しくお願いいたします。
各クラブの周年記念冊子、部報、部役員会資料、
部評議会資料、部の各役員会資料、部主催の研修
会など、東新部部内に関する文献が対象です。各
クラブのブリテンは各クラブの文献委員にて保
存をお願いします。

できることを考えて
メネット連絡員
細川俊枝（東京）
細川俊枝（東京）
東日本区メネット委員会と連
携し、東新部部長主題・方針
の下、メネットにできることを
考え協力して行きたいと考え
ています。
メネットの人数の減少と共に
東新部メネットとして活動す
が、東日本区国内プロジェクトの YMCA の施設へ絵
ることが難しいのが現実です

ご活用下さい
ウェブマスター
長澤山泰（東京）
長澤山泰（東京）

本を贈る活動へ献金するため、手作りケーキの販売
やバザーなど少人数でもできることを考え活動して行

■HP（ホームページ）
きたいと思っています。また、一人でも多くの東新部メ
部会、評議会等各行事内容
ネットが東日本区ワイズメネットのつどい、東日本区ワ
＆写真掲載を始め、各クラ
イズメネットアワーへ出席し協力して下さる様に努力
ブのブリテンが発行され
していきたいと思います。
るとブリテンリンク先一

引き続き LT 委員長の弁

運営マニュアル、規則、CS
覧に追加しています。また

LT 委員長
長澤 弘（東京）

支援金申請書などの各種

十分な能力のない LT 委員
長で、委員の皆さんと相談し
ながらの 1 年間でしたが、引
き続き今年も担当させていた
だきますのでよろしくお願い
いたします。
今年度も EMC シンポジウム、
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・運営中間引継会議を実施します。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
検討を担当しますのでご協力をお願いいたします。
昨年度は目黒クラブが解散し、ワイズのかかえる老齢
化・会員減少という重大問題が露呈してしまいました。
LT 委員会としていつも念頭を去らない実に厄介な課
題です。今年も EMC シンポジウムを実施しますが、
皆様一緒になって真剣に対策を考えましょう。
LT 委員会のミッションはもう一つあります。それは部
およびクラブの運営のお手伝いです。委員長は駄目
ですが委員は百戦錬磨のベテランが揃っています。
部・クラブの運営で困ったときはどうぞご相談下さい。

フォームにも対応してお
り、便利なサイトになっています。
■ML（メーリングリスト）
新年度入りの7月1日前後に更新を行います。
◆部常任役員：bu2017ysjonin@jep.org
（送信先：部長・書記・会計・直前部長・次期
部長）
◆部役員：bu2017ysyakuin@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・部メネット連絡員・部監事）
◆クラブ会長：bu2017yskaicho@jep.org （送
HP と部内メーリングリストの活用を是非ともお
信先：部役員及びクラブ会長）

願いいたします。
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2017-2018 年度 東新部役員、クラブ役員

目標達成を！
エクステンション委員長
太田勝人（東京
太田勝人（東京世田谷
（東京世田谷）
世田谷）

クラブ名
東京多摩みなみ
東京むかで
東京
東京多摩みなみ
東京多摩みなみ
東京世田谷
東京むかで
東京
東京コスモス
東京
東京まちだ

１． クラブ設立
①「(仮)東京町田ワイズメン
ズクラブ」を第一優先にて年
度内にチャーターナイトを
迎えられるよう取り組みます。
これに現在の「東京まちだク
ラブ」の 皆様にも加わって
頂けるようご理解を賜れるよ
う努めます。
②もう一つ「(仮)東京新宿ワ
イズメンズクラブ」設立に努
力します。東京 YMCA が 2018 年に新宿区西早稲
田に移転することにリンクして企画・実行していきます。
③厳しい状況ではありますが、「(仮)新潟ワイズメンズ
クラブ」設立の夢を持ち続けて行動いたします。
２． これらの実現に向けては、伊藤部長、伊丹会員
増強事業主査および役員の皆様にご報告、ご相談し
つつ、PDCA を頭に入れて実行して参ります。
３． 特に、東京まちだクラブ、東京コスモスクラブの会
長、会員の方々とは対話による信頼感をベースにし
て目標を達成して参る考えです。どうか、東新部の
皆々様、ご理解とご支援を賜りますよう、何卒宜しくお
願い申し上げます。

東京むかで
東京むかで
東京
東京
東京世田谷
東京
東京
東京むかで
東京多摩みなみ
東京

東京むかで

ワイズと YMCA を繋ぐ役割
部担当主事
小野 実（東京多摩みなみ
（東京多摩みなみ）
多摩みなみ）

1993 年に東京 YMCA へ入
職して、現在は東陽町にある
日本語学校、「東京 YMCA
にほんご学院」の校長を拝命
しています。150 名ほどの外
国人学生が在籍しています。
学生には日本語だけではな
く、日本の文化や風習なども
体験してほしいと思っていま
す。ワイズメンズクラブの皆さ
んには、例会への参加をはじめ、さまざまなイベント
などへも学生の参加の機会やスピーチコンテストへ
の協賛などをいただき感謝いたします。
東京多摩みなみクラブでは 2016 年の設立準備段階
から担当主事をさせていただいています。チャーター
メンバーの一員として加わることができ、またクラブバ
ナーのデザインも採用いただいたりと貴重な経験をし
ています。ワイズメンズクラブの担当主事としての経
験は多くありませんので、今回東新部の担当主事とし
て至らない点も多くあると思いますが、ご指導いただ
ければ幸いです。ワイズメンズクラブの皆さんと
YMCA を繋ぐ役割を果たしていきたいと思います。

東京世田谷

東京まちだ

東京コスモス

東京センテニアル

信越妙高

東京多摩みなみ
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役職名
部長
次期部長
直前部長
部書記
部会計
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
部選出代議員
部大会実行委員長
部大会準備委員長
20周年記念誌編集委員長
部ヒストリアン
部ウェブマスター
メネット連絡員
エクステンション委員長
部ＬＴ委員長
部監事
部担当主事
会長
副会長
直前会長
書記
会計
会長
副会長
直前会長
書記
会計
会長
副会長
直前会長
書記
会計
会長
副会長
直前会長
書記
会計
会長
副会長
直前会長
書記
会計
会長
副会長
直前会長
書記
会計
会長
副会長
直前会長
書記
会計
会長
副会長
副会長
直前会長
書記
会計

氏
名
伊藤 幾夫
神保伊和雄
細川
剛
田中 博之
石田 孝次
小川 圭一
伊丹 一之
比奈地康晴
松香 光夫
細川
剛
後藤 邦夫
伊丹 一之
櫻井 浩行
長澤 山泰
細川 俊枝
太田 勝人
長澤
弘
佐藤 茂美
伊丹 一之
小野
実
木村 光晴
加藤 義孝
比奈地康晴
長澤 山泰
小島 康良
城井 廣邦
櫻井 浩行
土井 宏二
鈴木 健彦
今井 武彦
寺門 文雄
松井 直樹
岩崎
弘
太田 勝人
小原 武夫
後藤 邦夫
谷治 英俊
山田 スエ
平本 善一
谷治 英俊
松香 光夫
今村 路加
権藤 徳彦
権藤 徳彦
中移 庸介
申 鉉 錫
中川 直美
田附 和久
徐 鍾 煥
福澤 系司

小林
小林
石田
綿引
真藤

明彦
明彦
孝次
康司
広子

田中
深尾

博之
香子

クラブ会長活動方針、メッセージ
ラブ会長活動方針、メッセージ

会長主題「楽しく感じの良いクラブを
会長主題「楽しく感じの良いクラブを
めざそう！」
東京クラブ会長
木村光晴

東京むかでワイズメンズクラブの
未来設計
東京むかでクラブ会長
城井廣邦

今年度は、青少年と地域
社会に 貢献する YMCA
の使命を果たすべく、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、会員すべてが楽しく馴染み易い、
感じの良いクラブ作りを目指します。そのために
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。

これからの社会の変化にあっ
て、私達東京むかでワイズは
どう向き合い、社会に必要と
されるワイズメンズクラブとな
るかが大切と考えます。
新たなテーマを持ちワイズメ
ンズクラブ活動の社会的価
値を高め、関心を高めていく
ことをはじめようと思います。
今すでに取り組んでいる野尻学荘への支援、今年か
ら始めたシニア Y・Y・Y キャンプを充実させ全国各地
でシニアのためのキャンプを広げていくこと、子ども
食堂への支援を通して社会の弱点をカバーすること
や、東日本大震災復興支援のための「津波の教え石」
を今後も継続的に建立していくことで社会貢献活動
の意味と貢献をはかっていきたいと考えます。
しかし、それだけではなく、新たなテーマを発見する
ために社会に目を向け学ぶことが大切なことと考えま
す。（例会のあり方を考える。）
「社会にワイズの風を起こす」ほどのワイズメンズクラ
ブの活動になれたらと思います。
YMCA の活性化への支援を惜しまず YMCA の社
会的価値を高めることも大切なことと考えます。
更にユース（未来のリーダー）を育て、ワイズメンズク
ラブとの連動を推進しワイズメンズクラブへの共感を
獲得し一人でも多くワイズの会員を増やしていくことも
大切なことと考えます。
そのためにシニア Y・Y・Y キャンプにおいてもユース
との連動を実現し新たな道筋を付けたいと思います。
これから私達がしなければならない社会的使命を追
い求め、社会に必要とされ、共感される東京むかでワ
イズメンズクラブへ推進していこうと思います。
まず、東京むかでワイズメンズが新たな視点で新たな
議論をはじめて行こうと思います。
「東京むかで」は未来へ動きはじめます。

東京クラブ具体的計画
１． YMCA に対して
・YMCA をサポート、繋がりの強化
・YMCA 支援を通して青少年健全育成プログラ
ムの展開

２． メンバーに対して
・会員相互の親睦をはかり明るく楽しく有意義な
例会運営
・ネットワークを活かして、ゲストスピーカーに
多彩な方々を招くための積極的な協力要請

３． 社会に対して
・災害、震災、事故に対し、募金活動を行い、現地
NGO からの情報を受けながら支援する。
４． 区、部組織の会議やイベントについて
・三役や委員長だけでなく、誰もが参加出来るように
する。
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そして、さらに私たちにとって大きな励ましになったこ
とは、この 4 月例会には、部役員の方々5 名を含め
て、8 名ものビジターがご来会くださったことです。そ
して、そのお一人お一人がそれぞれワイズ運動進展
への夢を語ってくださったことでした。このような若さ、
意欲に溢れたメッセージに出会うこと、これこそが私
たちのような超高齢化した会員が「元気」へと導かれ
る、尊い励ましになるのだと思います。
今年度の「クラブ会長主題」は、この想いを心に留め
て、クラブの皆と１年を実り豊かに進みたいとの願い
を込めたものです。

クラブの現状と抱負
東京世田谷クラブ会長
寺門文雄
東新部部長方針「EMC を
重点目標とする」を受け、定
年後の時間をボランテア奉
仕活動に捧げたいと意欲あ
るシルバー層の人材発掘
は如何かなどの議論を重ね
ています。
まず、高齢者の抱く健康問
題や、今後の 経済力に 対
する不安感等のニーズを理
解するために、高齢者福祉等を専門とする方に卓話
をお願いし乍らノウハウを蓄積しつつ、活動の源泉と
して新入会者との共通の課題を模索し喜びを持ち継
続して参加のできる場を提供出来ないだろうか等を
話しています。
10 数年に亘り『すずらん会童謡唱歌を歌う会』を近隣
高齢者への奉仕活動として、世田谷区の社協の支援
を受けながら継続し、参加者から喜ばれていることは
今後の活動に励みとなっています。
他クラブ交流の機会としては、あずさ部・東京西クラ
ブとの年 1 度の楽しい有意義な交換例会を持ってい
ます。一方、青少年活動として、YMCA 南センター
に所属する 30 名ほどの学生リーダーたちの夏・冬野
外キャンプ奉仕活動を支援して社会経験豊富なシニ
ア-ワイズ連との交流を深め、若者達からエネルギー
を与えられ元気なワイズライフを楽しんでいます。

会長主題「コスモスを考える」
会長主題「コスモスを考える」
東京コスモスクラブ会長
松香光夫
私たちのクラブ名「コスモス」
は、意義の深い命名となって
います。ご承知のように、コス
モスはキク科の一年草。バナ
ーに描かれているのは黄色
いコスモスです。コスモスの
花色は赤、ピンク、白が普通
ですが、私たちの拠点に近
い玉川大学では、永年の育
種研究の成果として黄色い
コスモスを開発したのです。
一方で「コスモス」は、例えば広辞苑によれば、「秩序」
またはそれを内包する「宇宙」という意味をもっていま
す。「まちだクラブ」から子分かれして 20 年、その間
に身を削るようにしていくつかの子クラブを生み出し
て来ましたが、この一年をかけて、私たちが持つべき
秩序、調和、また、もつべき広がりとは何なのか。今
後を踏まえて考えていきたいと思います。
また、私たちはまちだクラブと一緒に、「町田 YMCA」
を支えて活動をしてきました。この三者の関係も合わ
せて考え直していきたいところです。

会長主題
会長主題「
主題「今日も生かされ
明日にむかって」
明日にむかって」
東京まちだクラブ会長
後藤邦夫
長い病気入院の時も順調に
過ぎて、外出注意の厳しい
「お守り」からも開放されて、
やっと 4 月 10 日（月）、町田
市民フォーラムで開催され
た我が東京まちだクラブの
例会に参加することができま
したことは、私にとって大変
嬉しい幸いなことでした。し
かもこの日は、年度始めの
日程が変更されて、今年度
2 回目の東新部部長のクラブ訪問の日となったことは、
私たち東京まちだクラブにとっても大変に幸いなこと
でした。

新年度のスタートに
東京センテニアルクラブ会長
申 鉉錫

2016-17 年度は、それまでア
クティブに活動していたメンバ
ーが年度開始時に退会し、大
きな困難の中でのスタートとな
りましたが、数少なくなったメ
ンバーが、皆、力を合わせて、
毎月の例会と YMCA との協
働活動を着実に実施して、一
年を無事に終えることができま
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して、シニアスキーキャンプを実施、このイベントは、
若い時にはスキーに熱中したものの年齢と共に離れ
てしまい、再開するにはチョット不安がという声に答え
て、安全に年齢に即して楽しく滑る方法を伝授しよう
と云うもので今期も開催を予定しています。

した。
前年度後半から新たな出席者も参加するようになっ
ており、新年度はじめには、久しぶりに新入会者を迎
えられそうな、うれしい状況となっています。
2017-18 年度も、「YMCA バザー」、「オリーブ平和
映画祭」等、在日本韓国 YMCA との協働活動を積
極的に展開していきます。この数年実施できなかった
「日本と韓国・童謡の集い」も、近隣の学校等に協力
を依頼し再開を目指します。毎月の例会も、留学生
支援をテーマとして、留学生をはじめとするユースを
卓話者に招き、活性化をはかりたいと考えています。
新年度も引き続き東新部各クラブの皆様のお祈りとご
支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

会長主題「ボランティア活動の
『土台作り』と『実践』」
東京多摩みなみクラブ会長
石田孝次

昨年度は、クラブ発足 1 年
目でクラブ運営のいろは
を学ぶため内外の様々な
機会に積極的に参加し、体
験することに努めてきま
した。未だ、地に足のつい
た活動ができるに至って
いませんが、地域に密着し
た独自のボランティア活
動として何ができるかを
模索し、検討を重ねてきました。2 年目に入る今
年度は、その第一歩としてワイズ農園を試行的に
手掛けることで我々の思いを実現すべく小さな
畑をお借りし、土壌づくりから種まき、栽培、収
穫、そして取れた野菜を地元の幼稚園等に提供し、
一連の「食育活動」として結実させることができ
ないか。それを足掛かりに将来的には、次のステ
ップとなる園児との協働作業の実現、地域のボラ
ンティアセンターや東京 YMCA との連携強化と
いった形でボランティア活動の「輪」と「幅」を
広げて行くことにつなげられないか。目指す方向
に向かって実践を積み重ね、活動モデルを形作る
ための土台作りの一年としたいという思いから
これを今年度の主題としました。

本年度の活動計画
信越妙高クラブ会長
福澤系司

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、野菜類の栽培・管
理、 ソバの栽培等に汗して、
施設の要請に応えると共に
自立支援の一助に 繋がれ
ばとの思いから継続、利用
者との交流を深め楽しく作
業したいと考えています。
Ｙサとして、例年どおり東京
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る事を考えています。
東日本大震災支援については、春秋２回の数日に
亘る支援ワークを続けてきており、今後も石巻広域ク
ラブとの協働で実施を予定し、「忘れてないよ」を届け
たいと思っています。
また、当会の地の利を活かし、昨冬から新たな試みと

東新部各クラブの本例会予定
東京

第2火曜日 東陽町センター

東京コスモス

第4土曜日 町田市民フォーラム

東京むかで

第3火曜日 東陽町センター

東京センテニアル

第2木曜日 AYC

東京世田谷

第3金曜日 南センター

信越妙高

第4木曜日 妙高高原ロッジ

東京まちだ

第2月曜日 町田市民フォーラム

東京多摩みなみ

第1火曜日 ベルブ永山

予定は変更されることもあります。ビジター出席される場合は、事前に先方のクラブにご確認ください。
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2017-2018 年度東新部・東日本区行事予定表
年

月

強調月間
キックオフ

東日本区行事・報告・送金
8

東新部

第１回役員会

各部・西日本区等

部長・例会公式訪問

YMCAサービス

10 各クラブ前期半年報提出(部長へ)

ASF

15 部長は半年報を纏め、

1

国際・YMCA
19-23

アジアユースコンボケーション

21-23

アジア太平洋地域大会

部報第1号発行

（チェンマイ）

12 第1回役員会

７
会員増強主任へ

RBM

15 第1回評議会

（チェンマイ）
21 アジア太平洋地域議会

15 部費・YVLF負担金請求書発送
31迄 前期区費請求書発送

CS

（チェンマイ）

15 前期区費納期

10 国際半年報

８
19

北海道部部会

31 部費・YVLF負担金納期

ユース

8-10 ユースボランティア・リーダーズフォーラム

9

北東部部会

（山中湖センター）

国際議員推薦
国際会長候補者推薦

９

16 湘南・沖縄部部会
24 富士山部部会

2
0
1
7

30 関東東部部会

EMC/E
14 東新部部大会

YES
１０

21 あずさ部部会

28 次期部長・事業主任研修会

ワイズ理解

4

８

第2回役員会

第2回役員会

18 第2回評議会

ファミリーファスト 10 ワイズデー
１１

EMC/MC

1-3 アジア太平洋地域・韓国地域合同

8 祈りの輪

RDEトレーニング
（チェジュ）

１２
3-4 アジア太平洋地域年央会議

（チェジュ）

国際役員投票

IBC/DBC

10 各クラブ後期半年報提出(部長へ)

在京ワイズ新年会

15 国際役員投票スイス必着

15 部長は半年報を纏め、

１

会員増強主任へ

31迄 後期区費請求書発送

TOF

15 後期区費納期

27 東新部次期役員準備会①

部長・役員会公式訪問

10 国際半年報

15 各種献金納期(クラブから部へ)
17 東新部EMCシンポジウム

２

28 各種献金納期(部から区へ)

BF
メネット

3-4

9

次期クラブ会長・部役員研修会
代議員会告示

３
2
0
1
8

17 東新部次期役員準備会②

LT

6
7-8

代議員会議案締切
第３回役員会

11 第3回役員会

東西理事連絡会議

４
21 第3回評議会･次期クラブ役員研修会

EF/JEF

1

代議員会議案送付

15 JEF ｴﾝﾄﾘｰ締切

５
19 東新部引継会

評価

６

1

第４回役員会（沼津）

2

代議員会（沼津）

2-3

第21回東日本区大会 （沼津）

日本YMCA同盟協議会
9-10

11

西日本区大会(神戸)

ユースと“ボッチャ”で交流

第 21 回東新部部大会
2017 年 10 月 14 日
（土）
13:00-17:00
東京 YMCA 社会体育・保育専門学校
（地下鉄東⻄線・東陽町）

今年度の部⼤会では、2020 年東京パラリンピックの公式
競技種目である、ボッチャ競技の体験をいたします。桜美
林⼤学の⾕内孝⾏先⽣のゼミ学⽣に競技の指導をしてい
ただきます。
部大会の目的は、会員の研鑽と親睦です。今回、私たちが
ボッチャ競技を体験することによってボッチャ競技を理
解し、広めていけたらと思っています。
併せて、障がい者福祉への理解を強め、また、競技を通し
てユースとの交流を深めることも願っています。
競技終了後の懇親会もお楽しみください。
皆さまのご参加をお待ちしています。
(ボッチャとはイタリア語でボールの意味です。)

ワイズメンズクラブ国際協会・東日本区・東新部
12

＜プログラム＞

12:30
13:00〜14:00

受付開始

部大会式典

14:15〜15:30
バリアフリースポーツ
“ボッチャ”体験
15:45〜17:00
懇親会（軽食ビュッフェ）
会場︓Well-B

＜参加費＞
メンバー、メネット、ゲスト
3,000 円

ユース

無料

参加申込み締め切り
10 月 7 日（土）
参加申込み/問い合わせ先
東新部田中書記
（東京多摩みなみ）
MLA40601@nifty.com
FAX:042-691-7567
携帯︓090-9823-6387
参加費は当日お支払いくだ
さい。

部大会ホストクラブ︓東京まちだクラブ

協⼒︓桜美林大学健康福祉学群谷内孝⾏ゼミ

