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▼  部大会が成功裏？に終わった！                               

東新部部長 神保 伊和雄 

クリスマスを祝う時期を迎え、

皆様に楽しい嬉しい計画が盛りだ

くさんあると思います。そして新

しい年を迎えるにあたって新たな

喜び、楽しみを！ 

みなさんの準備と活躍のおかげ

で第 22 回東新部部大会が終わり

ました。ありがとうございました。 

目指す頂きは同じでも、歩みをそれぞれ工夫して活

動しているのがよくわかりました。楽しい活動に、新

しい仲間が増えてくれる。 

これが一番！ 12 月でワイズの暦も半ばを迎えます。

クリスマス例会、新年例会を次のステップアップに繋

げてください。 

【 東新部が、待ちに待っていた、ほほえみの輪 】 

設立総会が行われました。 

（仮）東京町田スマイリングワイズメンズクラブの

産声が聞かれた日です。11名の新しい仲間が増えまし

た。2018 年 11 月 18 日（日）午後 6 時から、町田市

民フォーラムで設立総会を開催しました。チャーター

ナイトへ向け、お祝いをしました。 

【  各クラブの年末年始の計画はいかがですか?  】 

東  京       会長 長澤 弘 

・ホテルグランドパレスでのクリスマス特別例会 

・1月は三クラブ合同例会 

（東京、東京むかで、東京たんぽぽ） 

講師 望月衣塑子さん『密室の権力を監視する』 

東京むかで    会長 城井廣邦 

・東京むかでに新しい仲間が増えました。 

・川口こども食堂の社長ご一家牧師先生ご一家 

クリスマス例会はいつになく賑わいを見せそう! 

・1月は東京クラブと親子合同例会 

東京世田谷    会長 朝倉正昭    

・12月例会はクリスマス祝会とオークション 

・1月例会は菅谷淳総主事を迎えて！・・・ 

東京町田コスモス   会長 松香光夫 

・町田 YMCA 市民クリスマス  

於：原町田教会 2018．12．08． 

（仮）東京町田スマイリングクラブと共同開催 

松香光夫会長はクリスマス。お正月休み！？！ 

・クラブのメンバーの活躍を期待します。 

東京センテニアル   会長 徐 鐘 煥 

・クリスマスとお正月 

・韓国と日本 

東京多摩みなみ   会長 深尾香子 

・クラブ忘年会（ぽんぽこクリスマス） 

・1月は在京クラブ合同新年会。ホストクラブ 

 日時：2019年 1月 5日、12：30～15；30 

場所：京王プラザホテル八王子 

（仮）東京町田スマイリング 会長 太田勝人 

・チャーターナイトに向かって最後の足場固め。 

・町田 YMCA 市民クリスマス 於：原町田教会 

東京町田コスモスクラブと共同開催  

 

各クラブが夫々の楽しみを準備して、若者や地域を取

り込みクラブライフの充実、喜びを求めてあゆみを！ 

・意義ある充実した活動 

・地域社会への奉仕活動 

・YMCA と共に喜ばれている我々の活動は？ 

 ・EMC の新たなる活動！ 

・RBM献金はじめ各種の献金 

 

2018～2019 年度の新しい仲間 

・中村 幸（東京センテニアルクラブ） 

・野澤寛枝（東京むかでクラブ） 

・東京町田スマイリングクラブ 新会員 9名 
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▼  第 22回 東新部部大会                

部大会実行委員長  松香 光夫 

第 22回東新部部大会は、10月 13日（土）13時か

ら東陽町の東京 YMCA 社会体育・保育専門学校 2階

の視聴覚教室で、式典（第一部）と各クラブ・プレゼ

ンテーション（第二部）を行いました。皆で楽しく部

大会に参加しようというアピールでゲストは無料と

いう呼びかけを行い、参加者は 67名でした。 

 開会点鐘に始ま

る式典では、神保

伊和雄部長のあい

さつ【写真右】の

あと、東京 YMCA

の菅谷淳総主事、

東日本区の宮内友弥理事、アジア太平洋地域の田中博

之会長からご挨拶をいただきました。東新部役員の紹

介に続いて、各事業主査からアピールがありました。

恒例の事業アピールにとまらず、来年７月に仙台で行

われるアジア太平洋地域大会については、特に力点を

置いたプレゼンテーションが行われました。 

 前年度の目覚ましい活動については、会員増強事業

を中心に、伊藤幾夫直前部長から各クラブに対して表

彰が行われ、引き続い

て、伊藤直前部長に対

しては、栗本治郎東日

本区直前理事から、エ

ルマー・クロウ賞が伝

達【写真左】されたの

は、おめでたいことでした。 

 前年度部大会以後の１年間に入会した新会員を紹

介し、第一部を終えました。 

 休憩の後、同じ教室で第二部に入りました。今年度

の神保部長の主題「ワイズの楽しみは、今、そしてこ

れから — JOIN US —」に対して「楽しい」をプレゼ

ンテーションしようというスローガンを掲げて、東新

部の各クラブがそれぞれ知恵を絞り、自分たちのクラ

ブの特色、良さ、楽しさをアピールする時間を持ちま

した。早くから、このテーマを示して、それぞれのク

ラブに工夫をしてもらい、その成果を事前に示しても

らう（リハーサルを見せてもらう）という、締め付け？

を課したのでしたが、皆さん良く応えていただけたと

感謝する次第です。日頃のおつき合いの中ではよく見

えなかった各クラブの特長や、それに至るご苦労を見

せていただけた、参考になったと思います。 

 今回の部大会のホストクラブは、東京町田コスモス

だぞという風評？から、器ではないことを意識しなが

らお引き受けした実行委員長でしたが、部長の選出母

体の東京むかでクラブの皆さんの、特に城井廣邦会長

には副実行委員長をお引き受けいただいて、お支えに

は感謝しきれません。ご参加の皆さんも含めてありが

とうございました。 

おっと、これで終わりではありません。プレゼンテ

ーションが終わ

ると、場所を東陽

町センター１階

の TYIS カフェ

テリアに移して、

第三部の懇親会

を開きました。司

会は東新部担当の星野太郎主事。星野主事を含むキャ

ンプ・ブラザーズのギター演奏や、若手落語家の登場

【写真上】に加えて、長澤山泰夫妻のおもてなしに舌

鼓を打って、楽しい時を過ごしました。 
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▼  第 2回東新部評議会が行われました                          

東新部書記  伊丹 一之 

第 2回東新部評議会は、2018年 11月 17日（土）

午後 1 時 30 分より、東京 YMCA 本部事務局の 6 階

会議室において開催されました。 

神保伊和雄部長による机をたたく点鐘で開会、ワイ

ズソングを歌い、星野太郎部担当主事の聖書朗読と祈

祷。神保部長からは、11月までの東新部の主な活動で

ある部報1号発行、部長公式訪問、第22回東新部部大

会と、翌日に行われる「東京町田スマイリングクラブ」

の設立総会について、報告がありました。   

 

【神保部長による東新部の報告】 

引き続き定足数の確認を行い、定数 30 名のうち出

席者 22 名、委任状 3 通、合計 25 名で評議会の成立

を宣し、議事に入りました。 

審議事項では、6 議案が次の通り審議されました。 

第 1号議案：2018-2019年度第 1回評議会議事録承認

の件を原案通り承認。 

第 2号議案：2018-2019年度次々期部長・次期監事候

補者の指名承認の件では、次々期部長に加藤義孝（東

京）、次期監事に伊藤幾夫（東京多摩みなみ）と佐藤

茂美（東京）が承認されました。 

第 3号議案：第 22回東新部部大会実施報告の件は、

松香光夫実行委員長からの報告を承認。 

第 4号議案：第 22回東新部部大会会計報告の件は、

今井武彦部会計から報告、残金のうち 30,500 円を

西日本豪雨災害支援に、30,640円の剰余金は東新部

会計に戻すことが提案され、承認。 

第 5 号議案：2019-2020 年度東新部役員承認の件は、

小川圭一次期部長より発表があり、次の通り承認。 

部  長      小川 圭一（東京世田谷） 

次期部長     加藤 義孝（東京） 

直前部長     神保 伊和雄（東京むかで） 

部書記       太田 勝人（東京町田スマイリング） 

部会計       寺門 文雄（東京世田谷） 

地域奉仕・Ｙサ事業主査  峰    毅（東京世田谷） 

会員増強事業主査      村野   繁（東京世田谷） 

国際・交流事業主査     朝倉 正昭（東京世田谷） 

ユース事業主査          張替 滋夫（東京世田谷） 

部選出代議員        神保 伊和雄（東京むかで） 

部大会実行委員長     徐 鐘 換（東京センテニアル） 

部大会実行副委員長   張替 滋夫（東京世田谷） 

20 周年記念誌編集委員長 伊丹 一之（東京むかで） 

部ヒストリアン    伊丹 一之（東京むかで） 

部ウエブマスター   長澤 山泰（東京） 

メネット連絡員    菅谷 一江（東京） 

エクステンション委員長   太田 勝人（東京町田スマイリング） 

部ＬＴ委員長      長澤   弘（東京） 

部監事         佐藤 茂美（東京） 

〃          伊藤 幾夫（東京多摩みなみ） 

部担当主事       岡田 ナスカ（東京世田谷） 

第 6号議案：新クラブ設立について新入会員の入会金

補助のお願いでは、新入会員 9名分の支出を承認。 

報告事項では、次の 7項目の報告がありました。 

①2018-2019年度第 2回東日本区役員会報告 

②2018-2019年度第 2回東新部役員会報告 

③2018-2019年度東新部会計中間報告 

④各事業主査・専任委員報告：主査 4名、委員 4名 

⑤各クラブ活動報告：5クラブから報告 

⑥YMCA 報告 

⑦その他では、今井武彦部会計から各種献金依頼の用

紙を配布。小原武夫東京世田谷クラブ会計からは、東

京 YMCA は神田から東陽町、西早稲田と移り、若者

との接点がなくなってきているが、YMCAの見解を問

いたいとの意見が出されました。 

 

【翌日に設立総会を迎える新クラブに補助金贈呈】 

以上で議事を終え、佐藤茂美監事から講評を受け、

東新部の歌を歌って閉会となりました。 

終了後は、有志でサイゼリアに移動、懇親会を持ち

ました。 
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▼ （仮）東京町田スマイリングクラブ 設立総会       

東新部エクステンション委員  伊丹一之 

2017 年 9 月に「第 1 回設立発起人会」を開催。同

年 11月からは「設立準備会」を 5回開催。そして 2018

年 4月 18日に「（仮）東京町田地域ワイズメンズクラ

ブ」第 1回仮例会を開催し、毎月第 3水曜日に仮例会

を重ねてきましたが、このたび、「（仮）東京町田スマ

イリングワイズメンズクラブ」として、会員 11 名で

設立総会を開催しました。 

設立総会は、2018年 11月 18日（日）18：00から、

町田市民フォーラム 4階講習室において、東西日本区

から 54名が集まり、執り行われました。 

権藤徳彦東京町田コスモス書記による開会点鐘、ス

ポンサーの東京町田コスモス、東京、厚木の各クラブ

会長から挨拶、松香光夫･設立準備委員長による設立経

過報告に続き、設立総会議事が行われ、クラブ会則、

役員、予算が承認され、太田勝人会長、尾張日出夫書

記、松井優希会計、諏訪治邦担当主事が決まりました。 

次いで、田中博之アジア太平洋地域会長、宮内友弥

東日本区理事、菅谷淳東京 YMCA総主事、伊丹一之

東日本区会員増強事業主任、神保伊和雄東新部部長が、

それぞれの立場から祝辞を述べました。 

当日は、新会員のうち 9 名の出席となりましたが、

新会員は、様々な分野から多彩なのタレントの持ち主

が集まり、今後に期待が持てると思います。 

最後に、新クラブの太田会長から力強い挨拶が述べ

られ、村野繁東新部会員増強事業主査による閉会点鐘

で、設立総会を閉じました。 

記念撮影と休憩をはさんで懇親会となり、司会を新

クラブの竹尾信吉君が務め、お茶による乾杯でお弁当

をいただき、為我井照忠副会長がお礼の言葉を述べ、

YMCAの歌をうたってお開きとなりました。 

チャーターナイトは 2019年 2月 24日（日）午後 3

時より、玉川学園さくらんぼホールで開催予定です。 
 

▼  東京むかでクラブに野澤寛枝さんが入会       

東京むかでクラブでは、11月 20日に行われた 11

月例会で、野澤寛枝さんの入会式を行いました。 

 

【右手を上げて入会宣言をする野澤寛枝さん】 

野澤さんは、10月から始まった「四ツ谷駅前寄席」

の会場を提供、運営を行っている方で、東新部部大会

での東京むかでクラブのプレゼン用ソフトを製作する

など、既にワイズに貢献されています。 
 

▼  今後の予定                               

12月19日 （仮）東京町田スマイリングクラブ会合 

2019年 

1月 5日  在京ワイズ合同新年会（京王プラザホテル

八王子 東京多摩みなみクラブホスト） 

1月 8日  東京・東京むかで合同例会（東陽町） 

1月10日  後期半年報を部長に提出 

1月16日 （仮）東京町田スマイリングクラブ仮例会 

1月19日  東新部次期部役員準備会①（東陽町） 

2月16日  4部合同EMCシンポジウム（社体専） 


