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部長主題『ワイズの楽しみは、今、そしてこれから』―JOIN US！―
▼ 東 日 本 区 大 会

▼ 東 新 部 各 ク ラ ブ
東 京
会長 長澤 弘
これからもリーダーとして、東新部をリードし、良き見本
を示してください。

東新部部長 神保 伊和雄
第 22 回東日本区大会が無事終
了いたしました。国立オリンピッ

東京むかで
会長 城井廣邦
早く 100 本の足を揃え、キャンプ・寄席などシニアプログ

ク記念青少年総合センターで。
私、昨年の大会は教会の仕事と
重なり、残念ながら参加できませ

ラムの充実を図ってください！ ☆全献金達成クラブ

東京世田谷

んでした。今年は有終の美を飾る

会長 朝倉正昭

つもりで、部長報告、次期部長へのバッジの引継ぎ！

次期の東新部キャビネット、頼りにしてますよ！ クラブ

何とか終えることが出来ました。参加頂いた各クラブ

活動もよろしく。

☆全献金達成クラブ

東京町田コスモス
会長 松香光夫
満を持してのスタートです。力を結集して魅力あるクラブ

メンバー・部役員の方々に感謝申し上げます。
東日本区の役員会は 5 月 31 日午後に開かれました。
6 月 1 日午前中に代議員会が開催され、伊藤幾夫直前

活動の推進、次年度に期待しています！

部長が議長となり、第 8 号議案迄ある議案をスイスイ

東京センテニアル
会長 徐 鐘 煥
新たな活躍期待しています。韓国映画を楽しむ会、パ
レスチナ映画祭、日本･韓国童謡の集い、まだある！

とこなされておりました。
バナーセレモニーに引き続き開会式、部長報告を含

東京多摩みなみ
会長 深尾香子
ぽんぽこ農園から今年は何が生まれるかな？

む年次報告等の報告。森重昭氏の記念講演『もう一つ
のヒロシマ、灯篭流し』
、休憩後に晩餐会。
6 月 2 日は、日曜礼拝からプログラムは始められま

☆全献金達成クラブ

東京町田スマイリング
会長 太田勝人
最も若いクラブとして、新しい規範の策定を！
早くも 2 年目に突入！ 地道な働きを期待しています。

した。事業主任の報告と表彰、理事引継ぎ、新理事宣
言・所信表明、バッジの引継ぎ。YMCA の歌を歌い、
閉会点鍾で無事終わりました。
ご苦労様でした。ありがとうございました。感謝です。

いろいろありました。これからもいろいろあると思
います。楽しみを喜びに！ 和気あいあいと、ゆかいに
クラブライフを満喫しようではありませんか？
足並みそろえて心豊かに YMCA と共にあゆみを進
めましょう！

次期の東新部活動への期待！
「楽しいクラブ活動」 「意義ある地域奉仕」
「無理のないクラブ運営」
「基本に忠実に」
「毎月の例会の開催」

「毎月のブリテン発行」

「15 名を確保目標に！」
魅力あるクラブ、東新部を発信しましょう！

【第 22 回東日本区大会での東新部の部長報告】
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続いて出席者確認に移り、定数 32 名のうち出席者

▼ 第３回東新部役員会 報告
東新部書記 伊丹 一之

26 名、委任状 1 名で評議会の成立を確認、2 月 24 日

第３回東新部役員会は、2019 年 4 月 10 日（水）18：

にチャーターした東京町田スマイリングクラブから出

30 から東京 YMCA 本部事務局 6 階会議室において、

席の太田勝人会長と尾張日出夫書記、為我井輝忠副会

東新部役員 9 名が出席して開かれました。
【写真下】

長が紹介されました。

【写真＝左から太田会長、尾張書記、為我井副会長】

初めに神保伊和雄部長が挨拶、第 3 回評議会のプロ

議案審議では 3 議案が上程され、神保部長が議長を

グラム確認を行いました。次に評議会議案の事前審議
に移り、①2018-2019 年度第 2 回評議会議事録を一部

務め、次のように審議されました。

修正。②2019-2020 年度部長主題・活動計画・予算案

①2018-2019 年度第 2 回東新部評議会議事録承認の件
は、原案通り承認されました。

確認では、小川圭一次期部長が欠席のため、予算案修
正結果を太田勝人次期書記が反映することとなりまし

②2019-2020 年度部長主題・活動計画・予算案承認の

た。③2019-2020 年度東新部役員承認・クラブ役員確

件は、小川圭一次期部長から、部長主題「心を尽く

認では、一覧表を一部修正しました。

して、YMCA のために。
」
、活動計画では「交流する

続いて報告事項確認に移り、①2018-2019 年度東新

ワイズになろう」以下 5 項目、行事予定として、部

部会計中間報告が今井武彦部会計から行われ、②東日

大会は 10 月 12 日、銀座ライオンでの開催が発表さ

本区第 3 回役員会報告が伊丹一之会員増強事業主任か

れました。また、予算案は寺門文雄次期部会計より

ら行われました。③CS 活動支援金支給については、

説明があり、承認されました。

申請書式を評議会にて配布、5 月 15 日締め切りで対応

③2019-2020 年度東新部役員承認・クラブ役員確認の

することとなりました。④その他では、ASF 資金での

件は、太田勝人次期書記から次期部役員・クラブ役

補助のために、区大会に出席する担当主事を確認する

員一覧表が示され、承認されました。

こととなりました。

引き続き、報告事項では、次の 10 項目が報告され
ました。

以上で第 3 回東新部役員会を終了しました。

①2018-2019 年度第 3 回東日本区役員会報告

▼ 第３回東新部評議会が行われました

②2018-2019 年度第 3 回東新部役員会報告

東新部書記 伊丹 一之

③2018-2019 年度東新部会計中間報告

第３回東新部評議会は、2019 年 4 月 20 日（土）13：

④2018-2019 年度各種献金状況報告

30 から、役員会と同じ東京 YMCA 本部事務局 6 階会

⑤2018-2019 年度 CS、ASF 事業支援について

議室において開かれました。

⑥各事業報告：事業主査 3 名、事業委員長 5 名

伊丹一之部書記が司会を務め、神保伊和雄部長によ

⑦各クラブ報告：6 クラブから報告

る机をたたく点鐘で開会、
一同でワイズソングを歌い、

⑧YMCA 報告

伊藤幾夫直前部長による聖書朗読と祈祷があり、部長

⑨連絡・確認事項：区大会の部長発表用に各クラブか

挨拶と報告になりました。

ら報告と写真の提出依頼、年間出席率の報告依頼

報告では、7 クラブ 94 名に成長したこと、後期の部

⑩その他：仙台でのアジア太平洋地域大会のアピール

長公式訪問のこと、EMC シンポジウム、そして東京

以上で評議会のプログラムをすべて終え、休憩をは

町田スマイリングクラブ・チャーターナイトについて

さんで次期クラブ役員研修会に移りました。

語られました。

2

BF 献金貢献賞 2 位（3,226 円）
、

▼ 次期クラブ役員研修会 開催

BF 使用済み切手収集協力賞、

次期クラブ役員研修会は、第 3 回評議会に引き続い

RBM 献金達成賞、ワイズメネッ

て、同場所で行われました。

ト委員会特別賞【写真右下】
、

長澤弘 LT 委員長が司会を務め、以下のプログラム

ロースター広告協力クラブ

で研修を行いました。

東京むかでクラブ
CS 献金達成賞、ASF 献金達成賞、
FF 献金達成賞、EMC-M 部門努

①東新部スケジュールについて：太田次期部書記から、
2019-2020 年度事業・運営カレンダーに基づいて説
明がありました。

力賞（新入会員 2 名獲得）
、

②第 23 回東新部部大会について：小川次期部長から、
銀座ライオン 5 階ビアプラザにおいて、会費 6000

EMC-M 部門クラブ紹介パンフ

円で行い、歌声の「すずらん会」をメインプログラ

レット作製賞、EMC-C 部門出席

ムにするとのアピールがありました。 【写真下】

率優秀賞（94％）
、
BF 献金達成賞、TOF 献金達成賞、
RBM 献金達成賞、
YES 献金達成賞、
全献金達成クラブ、
ロースター広告協力クラブ

東京世田谷クラブ
CS 献金達成賞、ASF 献金達成賞、FF 献金達成賞、
BF 献金達成賞、TOF 献金達成賞、
RBM 献金達成賞、YES 献金達成賞、
全献金達成クラブ、

③次期事業主査・委員長・専任委員活動方針：峰剛次

ロースター広告協力クラブ

期地域奉仕・Y サ事業主査、村野繁次期会員増強事

東京町田コスモスクラブ
EMC-E 部門新クラブ設立賞【写
真右】
、

業主査、朝倉正昭次期国際・交流事業主査から方針
発表がありました。次期ユース事業主査は太田次期
書記が代理で方針発表をしました。
引き続いて、菅谷一江次期メネット連絡員、太田勝

ロースター広告協力クラブ

人エクステンション委員長、長澤弘 LT 委員長から方

東京センテニアルクラブ
EMC-C 部門ノンドロップ賞、
ロースター広告協力クラブ

針発表がありました。
④次期クラブ会長活動方針：各クラブ次期会長から活

東京多摩みなみクラブ
地域奉仕活動特別賞【写真右】
、

動方針の発表がありました。
⑤事務・会計手続きについて：太田次期部書記からは
期日を厳守することのアピール、寺門次期部会計か

CS 献金達成賞、

らは、東新部の口座がみずほ銀行経堂支店に開設予

ASF 献金貢献賞 1 位（792 円）

定だとのアピールがありました。

EMC-M 部門クラブ紹介パンフ

以上で研修会を終え、佐藤茂美監事と細川剛監事か

レット作製賞、EMC-C 部門出席

ら講評をいただき、東新部の歌を歌い、神保部長によ

率優秀賞（98％）
、EMC-C 部門

る点鐘で評議会および研修会の全プログラムを終え

ノンドロップ賞、
BF 献金達成賞、

ました。

BF 使用済み切手収集協力賞、
TOF 献金貢献賞 2 位（2,454 円）
、

▼ 東新部全クラブが表彰、東日本区大会

RBM 献金達成賞、全献金達成クラブ

東京クラブ
CS 献金達成賞、ASF 献金貢献賞 2 位（536 円）
、

東京町田スマイリングクラブ
EMC 特別賞：東新部エクステンション委員長・
太田勝人さん

FF 献金貢献賞 3 位（840 円）
、
EMC-E 部門新クラブ設立賞【写真右上】
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