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▼ 後 期 部 長 公 式 訪 問                  

東新部部長 神保 伊和雄 

第二例会、役員会、事務連絡会

など色々とクラブによって呼び名

が違って面白いし、工夫が感じら

れた。 

東京多摩みなみ   

2月 12日 ベルブ永山 

会長 深尾香子 6 名の参加でプログラムの反省、内

容の確認及び予算等なかなか突っ込んだ話し合いがな

されていた。頼もしくも思えた。  【写真下】 

東京センテニアル  2月 14日 在日本韓国 YMCA 

会長 徐 鐘 煥  本例会の終了後、会員 5名で引き

続き第二例会を開催。気分転換ができにくかった。 

メンバー不足もあり次期会長等役員未定。 

『2.8独立宣言 100周年記念式』関係行事で多忙！ 

東  京       2月 19日 東陽町センター 

会長 長澤 弘  老舗クラブの役員会 14名の参加。 

会長より例会報告、続いて会計報告、その後各事業委

員会よりの報告が続く。ワイズ情報の提供。国際、区

内部内、他クラブ等があり、協議事項として次月以降

のプログラム協議。整然として模範となる会であった。 

東京町田コスモス 2月 23日 町田市民フォーラム 

会長 松香光夫  チャーターナイトを翌日に控えた

役員会であった。参加者は 2名、再スタートしたクラ

ブとしては淋しい限りでした。  【写真右上】  

東京むかで   2月 26日  東陽町センター 

会長 城井廣邦  8 名の参加で始まった。いつも通

りブリテンの発行協議からスタート。記事の確認。書

き手の割り振り、原稿締切、印刷日までの確認決定。 

こども食堂の再開確認。四ツ谷駅前寄席の問題。 

シニア Y･Y･Y キャンプの進捗状況と課題点の洗い出

しと一部プログラムの内容点検を行った。参加者募集

に全力投球。今年も楽しみにしています。【写真下】 

東京世田谷    2月 28日 経堂緑岡教会 

会長 朝倉正昭  すずらん会の後、第二例会 9名の

参加。ブリテン発行準備、報告事項等の後、次期小川

体制についての協議。できることを中心に！ 手堅く！ 

東京町田スマイリング  2 月 24 日  玉川学園さくら

んぼホール  会長  太田勝人    11 名の会員でチャ

ーターナイトを迎え、新クラブの活動を開始。 

各クラブが夫々の楽しみを工夫して、若者や地域を

取り込み、クラブライフの充実に喜びを求めてあゆみ

を進めましょう！ 残された時間を楽しみましょう！ 

2018～2019  第４号 

      東新部 部長通信    2019年 3月 10日発行 

 

部長主題『ワイズの楽しみは、今、そしてこれから』―JOIN US！― 
                    

TOHSHIN DISTRICT 
ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 

The International Association of Y’s Men’s Clubs  Japan East Region 



2 

 

▼  在京ワイズ新年会を多摩みなみがホスト   

在京ワイズ新年会は、在京クラブの持ち回りでホス

トクラブが決まりますが、今年は東新部の東京多摩み

なみクラブがホスト。2019年 1月 5日（土）12：30

より、「京王プラザホテル八王子」2階の「ル クレー

ル」において、141名が出席して開催されました。 

第 1部は礼拝で、恵泉女学園大学の宇野緑牧師によ

る「夢を描こう～共に生きるために」と題したメッセ

ージをいただきました。 

第 2部は挨拶とアトラクション。ホストクラブの深

尾香子会長が歓迎の言葉を述べ、続いて菅谷淳東京

YMCA 総主事と朱

宰亨在日本韓国

YMCA 総務から祝

辞をいただきまし

た。アトラクション

では、紙芝居使せん

べいさんによる昔

懐かしい紙芝居を楽しみました。 【写真】 

第 3部は食事と懇親会。宮内友弥東日本区理事の乾

杯で会食となりました。会場はバイキングレストラン

で、お料理は無くなり次第追加され、お腹は大満足で

した。アピールタイムでは、東新部から（仮）東京町

田スマイリングクラブのチャーターナイト、東京むか

でクラブの「シニア Y･Y･Yキャンプ」、そして「4部

合同 EMCシンポジウム」のアピールを行いました。 
 

▼  次期部役員準備会①を開催               

東新部 LT委員会では、小川圭一次期部長とその年

度の部役員のために、「次期部役員準備会」を 2度開

催します。その第 1回目が、2019年 1月 19日（土）

15：00から東京 YMCA東陽町センター・TYISカフ

ェテリアにおいて開催されました。 

▼  東京町田にほほ笑みの輪が広がる！                              

東新部部長 神保 伊和雄 

昨年 11月 18日に町田市民フォーラムで設立総会を

行った、【東新部が、待ちに待っていた、ほほえみの

輪】のお披露目です。 

【東京町田スマイリングワイズメンズクラブ】は、

2019 年 2 月 24 日（日）15：00 から、玉川学園さく

らんぼホールにおいて、チャーターナイト（国際協会

加盟認証状伝達式）を開催いたしました。 

東新部のみならず、大勢の仲間、北海道から次期理

事山田敏明さん、熱海市から直前理事の栗本治郎さん、

西日本区から直前理事の大野勉さん、アジア太平洋地

域会長田中博之さん、日本 YMCA 同盟の神崎清一総

主事、東京 YMCA 副総主事の星野太郎さん、そして

町田市玉川学園地区社会福祉協議会から井上宮子代表

をお迎えして、新会員 11 名の入会式及び国際協会加

盟認証状の伝達式を無事終了いたしました。 

 

【写真＝山田敏明次期理事による入会式】 

ご来賓、ゲストを含め、96名の参加で、会場は立錐

の余地もないほどでした。 

記念撮影【写真下】の後、祝会となり、メンバーに

よるソプラノ・バリトンデュオを楽しみ、ベスト１１

の誕生をみんなでお祝いいたしました。 
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▼  ４部合同 ＥＭＣシンポジウム！          

東新部部長  神保 伊和雄 

ⅬＴ委員会の皆さんの準備と、参加者・パネラーの

皆さんのおかげで、2月 16日に今年もＥＭＣシンポジ

ウムが終わりました。ありがとうございました。 

当面の課題を各クラブがどのように取り組んでゆ

くのか？ 楽しい、魅力ある活動に、新しい仲間を引き

込む工夫を凝らしてゆくのか？ それぞれの課題を解

決に向けて歩みを進めましょう！ 

概要記録                      LT委員  伊丹 一之 

4 部合同 EMC シンポジウムは、今年度は第 3 回目

で、2月 16日（土）午後 1時 30分より、東陽町にあ

る東京 YMCA 社会体育・保育専門学校において、東

新部を主幹に、関東東部、あずさ部、湘南・沖縄部が

合同で開催いたしました。 

長澤弘 LT 委員長が司会を務め、村野繁東新部会員

増強事業主査が開会の辞を述べ【写真】、山田敏明東日

本区次期理事が挨拶し、シンポジウムに入りました。 

最初に、伊藤幾夫直前部長よりワイズ会員の現況を

説明、星野太郎東京 YMCA 副総主事からは「YMCA

とワイズの協調について」話されました。 

次いで、主催 4 部の中から特徴的なクラブを選び、

代表の方に発題をいただきました。 

東新部からは「新しい発想で新クラブ設立」をテー

マに、東京町田スマイリングクラブを立ち上げている

太田勝人初代会長から発題。 

あずさ部では、甲府２１クラブの広瀬健部長から、

「いきおいクラブの成功例」と題して会員増強の実例

をお話しいただきました。 

湘南・沖縄部からは、「老舗クラブの苦悩」をテー

マに、横浜クラブの古田和彦会長から発表をいただき

ました。 

関東東部からは、勢いを増している千葉クラブから、

「クラブの再生・再活性化」をテーマに徳永浩一会長

のお話を聞きました。 

休憩をはさんで、後半は参加者によるディスカッシ

ョンの時間となり、まず西日本区の熊本ジェーンズク

ラブから出席された上村眞智子九州部部長にお話をい

ただきました。 

引き続き、会場からワイズ活動とクリスチャニティ

ーについての発言が続き、今回発言されたクリスチャ

ンの多くは、教会とワイズは違うので、クリスチャン

であってもワイズではキリスト教の儀式にはこだわら

ないという意見が大勢を占めました。 

次いで、各部長の一言になり、衣笠輝夫関東東部部

長、廣瀬健あずさ部部長、辻剛湘南・沖縄部エクステ

ンション委員長、神保伊和雄東新部部長、そして会員

増強事業主任から「2022年までの会員増強運動」につ

いてアピールがありました。 

まとめとして、伊藤直前東新部部長から EMC シン

ポジウムの「決意表明」が披露され、伊丹会員増強事

業主任による閉会挨拶をもって閉会となりました。 
 

▼  東京多摩みなみクラブに峰岸さんが入会       

東京多摩みなみクラブでは、3月 5日に行われた 3

月例会で、峰岸幸枝さんの入会式を行いました。 

田中博之アジア太平洋地域会長、宮内友弥東日本区

理事、神保伊和雄東新部部長、伊丹一之会員増強事業

主任が立ち会いました。 

【深尾会長が式辞を述べ入会式をする峰岸幸枝さん】 

峰岸さんは滝口恵子さんの紹介で入会。趣味は絵を

描くこと、音楽を聴くこと、そして散歩とのこと。 
 

▼  今後の予定                               

3月9-10日 次期会長・部役員研修会（国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 

3月16日  東新部次期部役員準備会②（東陽町） 

3月17日  （仮）横浜つるみクラブ設立総会（横浜市

鶴見中央地域ケアプラザ） 

4月10日  第3回東新部役員会 

4月20日  第3回東新部評議会･次期クラブ役員研修会 


