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部長主題

「何が問題か、どうしたら良いか、道は一つではない」

スローガン

「東新部のエクステンションとＳＤＧｓ」

その点で最近の流行りは SDGs です。国連が「持続
可 能 な 開 発 目 標 （ Sustainable Development
Goals）として 2030 年を目途に、地球上の課題に
取り組んでいます。ワイズメンズクラブの日々の
活動とも、また目指すところとも重なるところが
ありますから、日頃から仲間と一緒に気を配りた
いと思いますがどうでしょうか。
貧困と飢餓に取り組んでいる「こども食堂」は
どうでしょう？多様な弱い立場に寄り添える活動

東新部部長 松香 光夫
(東京町田コスモス)

はできませんか？（健康と福祉）。不登校の子ども
の支援、開発途上国の支援（教育の向上）。女性の
力を大事にしよう。水、海、エネルギー、環境、

ワイズメンズクラブ１００年を目前にして一層

生き物を大切に。気候変動の影響に気を配ろう。

の広がりを求めるのは当然と言えます。ここのと

住み続けられる町づくりを。世界を平和に（人や

ころ、東新部でも新しいクラブを仲間にしたいと

国の不平等に対して敏感になろう）。色々な団体と

努力を注いでいますので、その力が実ることを願

手を組んで色々な課題に取り組もう（パートナー

っています。クラブ増強には、新クラブを迎える

シップ・絆を大切に）。

他に、現クラブのメンバーを増やすことも射程に

こうして見ると、地球の課題が、意外にも身近

入っています。最近ではコロナ禍を逆手にとって

な問題に映っていることに気がつくのではないで

オンラインで新しい仲間の繋がりもできています。 しょうか。これらに取り組むことを通じて、私た
絆を強めて新しいつながりを太くしていきましょ
ち自身の力を鍛えていきましょう。
う。
人数だけでなく、活動の内容にも目を配りまし
ょう。
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でしょう。」そしてかの有名な名言が生まれました。
「大切なことは、いくら与えたかではなく、与える

～小さいことに大きい愛を～

ことにどれだけの愛を注いだか、である」
私たちは「世界を平和にする」なんて大それたこ
とを軽々しく言うことはできません。しかし平和に

東京 YMCA 総主事

近づくための小さいことに大きい愛を注ぐことはで

菅谷 淳

きます。愛ある小さい１歩が人々の共感を呼び、何
万、何十万、何億と拡がって大きな運動になると信

日頃より物心両面から東京Ｙ

じています。Change！2022 運動が大きな愛とともに

ＭＣＡをご支援くださり、心

拡がりゆくように、ワイズメンズクラブとＹＭＣＡ

よりお礼申し上げます。ワクチンの大規模接種も始
まり、ようやく出口の見えてきたコロナ危機ですが、

がこれからも力を合わせて頑張りましょう。

完全にコロナ以前に戻ることはないと言われていま
す。私たちはこのコロナから何を学び、どのように

「絆を深める時」

変わらなければいけないのか、を真剣に考える時と

“We are stronger together than we are alone.”

思います。米ソ冷戦時代にアメリカの大統領が、「宇
宙人が攻めてきたら冷戦をやめて一緒に戦ってくれ
るか」と質問したら、ソ連の大統領は「もちろん

東日本区 2021－2022

だ」と答えたそうです。コロナは宇宙から来たもの

理 事 大久保 知宏
（宇都宮クラブ）

ではありませんが、人類に脅威を与える未知のウイ
ルスという点では似たようなものです。世界中が力
を合わせてこれに立ち向かったか、と言えば、相変

東新部の皆さん、こんにち

わらず自国第一主義、覇権主義が横行し、米中やパ

は。2021-22 年度東日本区理

レスチナでは対立が激化しています。世界中に拡が

事を務めます宇都宮クラブの大久保知宏です。部報

るワイズメンズクラブもＹＭＣＡも、今こそ国を超

第 1 号の発行にあたり、寄稿させていただくことに

えたネットワークを活用して愛することの大切さ発

なり感謝申し上げます。
さて、今年度の理事主題は、「私たちは次の世代の

信すべきではないでしょうか。
さて、マザー・テレサには名言がたくさんありま

ために何ができるか？」といたしました。2021-22 年

すが、カルカッタに住む４歳の男の子と出会って生

度はワイズメンズクラブが生まれて 100 年の節目の

まれた言葉というのがあります。彼女が何千人もの

年です。同時に次の 100 年の始まる年となります。

孤児、病人、貧しい人たちのお世話をしていた時、

次の世代を育て、何を伝えていくのかを考える年と

砂糖の入手が困難になりました。そのことを学校で

すべきと思います。コロナウイルスなどの影響を受

聞いた一人の男の子は自分の食べる砂糖をためてマ

ける年になることが予想されますが、それに対応し

ザー・テレサに届けました。それは苦しんでいる人

た制度を作っていく年度にしていかなければならな

や貧しい人たちを助けるために、自分を犠牲にして

いと考えています。

一生懸命ためた砂糖でした。マザー・テレサは言い

理 事 ス ロ ー ガ ン を 「 絆 を 深 め る 時 」“ We are

ました。「その小さな子どもがくれたものは、それを

stronger together than we are alone.”といたし

私たちが貧しい人々に分け与える時に、計り知れな

ました。次の 100 年のためにできることの一つが、

いくらい大きなものとなって、彼らの手に渡ること

会員、YMCA、地域の皆さんと絆を深めることである
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と考えました。コロナウイルスは個人の身体的な脅

亘り世に先んじて行って来た奉仕の実践を、表面に

威であると同時に、組織の弱体化を引き起こしてい

現れる行動だけでなく、根底にある“人としての優

ます。皆さんが一人ではなく一緒にいることで強く

しさ”を、経験したことの無い人達にも理解しても

なっていきます。今こそ、会員が相互に理解を深め、

らう工夫が必要です。

絆を深める時です。

残念ながら、だらだらとコロナの影響によって、

東新部からは地域奉仕・YMCA サービス事業主任に

まだまだ不自由な日が続きます。その間にしっかり

東京多摩みなみの深尾香子さんにご就任いただき理

と充電をする。新しい物差しの獲得は今年の大きな

事キャビネットの一員としてご参加いただいていま

目標だと考えて下さい。

す。現在のコロナ禍は各地の YMCA にとって最大の危

諸先輩に対しては全くの蛇足で恐縮ですが、文化

機と考えられます。YMCA の危機は次の世代となる若

庁の『宗教年鑑』最新版（2020 年）によれば、日本

者の危機です。松香部長と深尾主任の間に太いパイ

社会ではキリスト教を信じる人は全人口（１臆２千

プを作っていただき、部の課題の共有と、部と区が

万人）の内１％（190 万人）となっています。私のよ

一体となって、課題に取り組み YMCA、若者を支える

うに受洗していなくてもその教育を受けた者は居る

組織、一歩踏み込んだ YMCA サービスを実現する組織

ので、もう少し増えるはずですが、我々が最も大切

となっていきたいと考えています。

だと考える「キリスト教的なものの考え方」を理解

東新部の皆さんのご協力を心からお願いします。

できない人が 99％であることを心に留め、ワイズ入
会候補者に対しては、その学びについて、丁寧に伴

飛躍するために、
新たな「物差し」を
活用しましょう。

走することを避けてはならないと考えています。皆
さまの深いご理解とご協力、そして東新部の存続と
発展のために共に歩んで下さることをお願い申し上
げます。

次期部長

深尾香子

(東京多摩みなみ)

東新部 報告

最近の私たちは、
“クラブの存
続”、“ワイズの消滅”、“会員

直前部長

増強“等々、大きな危機感を

加藤義孝

（東京クラブ）

煽られ、何かに追われている
ように見えます。数字だけを

2020-2021 年度はコロナ禍

見れば真実かもしれませんが、私たちが長年「誰か

の中クラブ運営は大変御苦

の為に…」と行動してきたことには、少しのブレも

労されている事と思います。
特にパソコンによる zoom 会議はなかなか慣れなかっ

ありません。この目的を達するために今、私たちは

た人もいたかと思いますが何とかクリアー出来たこ

新たな「物差し」を手に入れ、活用しましょう。松

とは良かったと思いますがまだ Web 例会などに参加

香部長が掲げる SDGｓは、その物差しの一つであり、

出来ない人もいることが悩み

世界の共通語でもあります。今年、各クラブは、一

の種となっております。東京クラブではパソコンに

般社会から今まで以上の関心や信頼を得るために、

よる zoom 会議や例会にでられない人のためスマホを

これを利用して自クラブＰＲを作り、可能であれば

家庭に持ち込み分割の会議を行っております。三密

実践してみて下さい。異なる言葉を話す人と繋がる

を求められている現状の中ワイズの連帯感をどのよ

ために通訳や翻訳という技術が要るように、100 年に
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うに保っていけるのか難しい課題でしたが、クラブ

い” 、個性の数だけあるかも知れないと励ましてい

運営にＷｅｂミーティングが活用でき何とか例会や

ます。誰もに、期待の未来、安心と健やかさが与え

役員会など活用でき運営が可能となりました。

られるモデルの創生を呼び掛けたいと思います。書

今期の東新部部大会もハイブリッドな方法で実現で

記はそのキッチンの様な処と感じています。ワイズ

きたことは大変ありがたく思います。この部大会で

メン＆ウイメンの共鳴、芯からの友情がワイズ新生

コロナ禍の影響により経営が困難な東京 YMCA や在日

を可能にすると信じて夢を見続けています。この年

本韓国 YMCA そしてポジティブネット募金への支援が

度、元気を持ち寄ってワイズ 100 年へ踏み出しまし

わずかでありますが協力出来たことは幸いでした。

ょう。

早くコロナウイルスの収束が実現し、次期東新部の
活動がリアルな例会やイベントに活気を取り戻す事

部 副 書 記

が出来ますことを願っています。

「心がつながる、誰もの未来に」

拝 命
尾張 日出夫

（東京町田スマイリング）
東新部書記

権藤徳彦
この度、部副書記を拝命し

（東京町田コスモス）

ました。どうぞ宜しくお願
ワイズの宝は、多士済々の

いいたします。ワイズにな

ワイズメンです。そして長

ってから日が浅く、幅広く

年見続けている夢は、いま

奥行きのあるワイズメンズクラブの活動を充分に把

だ出会ってはないが、実は現実にはワイズメンの今

握できておりませんし、浅学非才の身でもあります。

日につながっている方々、兄弟姉妹(ステークホルダ

大先輩の権藤様や先輩諸兄の皆様のご教示を受け
乍ら副書記を務めさせて頂く所存です。

ー・仲間)と出会う喜びです。また世代の若者の夢と
課題と未来を創る志を共に持つもの同士が、それぞ

現在、町田スマイリングクラブの書記を担当させ

れの夢を、流行り言葉を借りれば、“持続可能な”人

て頂いており、ブリテンの編集等をしております。

と社会と地上生命を健全な環境を向かって改善する

何分にも知識不足で視野が狭いため、直前部長のご

〔SＤＧｓ〕
” になります。

指導を受け、他のクラブの立派なブリテンを教科書
として研鑽の日々を送っています。

それは、日常の動き、コトの運び、造り上げたい

なお、９月 11 日の第 25 回東新部部大会開催の準

愛と平和のビジョンなど、コロナ危機を乗り越えた
暁には、と言うよりは、乗り越えて展開する今年の

備等、私にとって格好の教材であり、学びつつ務め

活動に、小さい種・芽・株を作り出したい思いです。

させて頂く所存です。
どうか叱咤激励のほど宜しくお願い申し上げます。

あのラベル作曲の「ボレロ」のかすかな音ながら
確かなリズムの始まりです。わたし達の活動体にワ
ンタッチも活かした軽量化、誰にも届く情報発信、
動くための活動エネルギー循環も“可能にする”動
きを支援するモデルを育てましょう。
松香部長のリーダーシップは、“道は一つではな
4

全体としての収入増につなげるか）
、どう工夫すれば

東新部会計担当になりました

経費の節減、有効活用につながるかといった視点か
ら微力ながら会計担当としての任を全うしたいと思

部会計 石田 孝次

います。よろしくお願いいたします。

（東京多摩みなみクラブ）

いつも思いやりを

松香次期部長の下で東新

東新部監事

部の次期会計を担当するこ
佐藤

とになりました。部の会計

茂美 （東京クラブ）

担当は、4 年前の伊藤部長
世の中が大変むずかしい時、

（当時）以来二度目になり
ます。部の会計は、ワイズの組織全体でみると

松香部長をはじめ、主査の役目

1)各クラブと東日本区をつなぐ中継基地的な役割

をお引き受けくださった皆様に

2)部の当該年度の活動の基本方針に基づき

感謝しています。今年度も部の
監事を引き受けることになりま

①部役員を中心とする役員会の活動や評議会の

した。どうぞ、よろしく。

運営

新年度の部長は東京町田地域にて近隣の奉仕に、前

②東新部傘下のクラブの独自の活動を支えるサ

向きに仕事をされていました。お仕事の経歴は小さ

ポート活動と助成

な生物を相手でしたので、場所、時間など、問題分

③部としての統一した活動（部大会の開催）

析に極め細かい対応をなされ行動されるので、私は

などに伴う「支出」の管理と運営でしょうか。

多くを学ばされています。

松香年度に入り、コロナ禍でワイズの活動が停滞を

YMCA をサポートするワイズメンの働きは多様です。

余儀なくされ、各クラブ内のコミュニケーション維

世界的に、地域的に奉仕の場は、まだまだ未知数で
すが、この東新部でも、新しい目的に目が開こうと

持の問題やクラブ内外に向けた活動がしぼんで行く

しています。互いにあかるく、思いやりをもって目

姿を見るにつけ、クラブ単位の活動の活性化や魅力

標に向かっていきましょう。思いがけない病の蔓延

度アップ、楽しい場の再現などを通じた地道な会員

が続いて、規制もありますが、どうぞ、皆様、お体
を大切になされますようにお祈りしています。

増強活動など多くの課題に取組んで行く必要性を感
じています。そんな中で立ちはだかるのが、クラブ
を運営するに当たり発生する経費をすべて会費で賄

「コロナ禍を乗り越えて」

うことの限界です。どうすれば解決できるか、会費
収入だけに依存することなく自立的なファンディン
グ活動、安定的なファンド作りのためにクラブのバ

東新部

ックグランドを活かした独自の活動や近隣クラブと

監事

小川 圭一（東京世田谷）

の共同戦線作りなど問題解決に向けた具体的な取り
東新体制を作りあげ、

組みの形を松香キャビネットの下で示して行くこと

コロナ禍を乗り越えて参

ができればと考えています。部の立場で「入り」と

りましょう。特に２０２

「払い」のバランス維持と規制概念や前例主義に捉

２年はワイズ１００周年。

われない思い切った発想の転換を会計の立場で提案

青少年にために、公正で平和な世界を作るための運

し、どうすれば収入増に結び付き（会費を引き下げ

動、YMCA への奉仕を楽しみましょう。
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ワイズは未来への羅針盤

そして、私達の歩む道が社会の道標となることが求
められている。明日の羅針盤になり明るく楽しいク

地域奉仕・YMCA サービス事業主査

ラブ活動を進めていきたいと考えている。

城井廣邦（東京むかで）

SDGs への担い手になって
会員増強にしよう

●東新部の真の課題は何だろ
う。

会員増強事業主査

高齢化は止められない現実。
東新部の会員の高齢化は年々
村野

進み、会員活動が出来ない方

繁（東京世田谷）

が増え、加齢と体調不良でクラブ活動が遠のいてし

会 員増強事業主査を留任し

まう。その結、果退会や入会への呼びかけもしなく

ました、新年度も地域奉仕

なり入会ゼロの年が続き、部全体は低調になる。若

事業を通じて会員を増やし

い人や女姓会員が少なく、プログラムにも関心を持

ましょう。

てるような一味違う内容の企画力が必要。女性会員

クラブごとにユニークな CS

が友人、知人を集める努力で活性化や活動に広がり

活動を推進しましょう。

を生む。

2021-2022 年度の会員増強事業の活動方針は松香光夫
●対策を考える。

部長が新年度の活動方針に「持続可能な開発目標

クラブ活動を通して社会から関心を高め共感される

(SDGs)」への担い手を目指すと、しています。

ワイズになることが求められている。ユース、女性、

東京 YMCA の 20 年 10 月の会報に元アジア太平洋 YMCA

若者へどのような共感構造をつくるべきかを考え、

同盟総主事の山田公平氏が『ＳＤＧｓを見据え 150

ワイズ全体で各クラブ活動をサポート支援する。ま

周年に向かって』と、投稿しています。東京 YMCA へ

た、ＰＲが大切。ユニークな活動、素晴らしい活動

の期待として、今本当に必要な備えは、一人一人の

も社会に知られなければ良い結果は生まれない。各

意識の転換であろう。ＳＤＧｓに見られるように、

クラブ活動の重点活動や例会を工夫し、参加して楽

世界の課題は、身近の課題でもある。と述べていま

しいクラブにして、一般の方が参加しやすい機会を

す。

つくる。情報を流通させることでクラブ活動が活性

１７の目標の内の４「質の高い教育をみんなに」と

化を生む。人を動かすためには理念が必要。活動の

あります。今年 3 月の東京クラブの卓話は櫻井啓子

理念を常に考える。新しいことをはじめるためには

メネットの「思い出のランドセルギフト」の話で、

クラブを越えてメンバーをつのり、チームを編成し

現在理事をされている NGO ジョイセフの国際交流活

活性化を生む新たな取り組みが必要。さらに自分の

動の一つで、日本の小学校で役目を終えたランドセ

ネットワークを生かして活動を広げていくことが大

ルをアフガニスタンに寄贈して、特に教育の機会に

切。そして成功事例をつくり、各クラブ全員にＮＥ

恵まれない女子の就学に役立てている活動です。

ＷＳを流しノウハウの共有を実現。活力に満ちたワ

櫻井浩行ワイズの所属クラブの東京むかでクラブで

イズにすることからはじめたい。各クラブを可能な

はこの活動を東日本区、東新部に呼び掛けています。

限り訪問し、ワイズの良さを体験してクラブ外へ伝

この開発目標は YMCA とワイズ以外の一般社会にも呼

えていく。コロナで混迷する時代だから、人と人の

びかけられている目標ですから、ワイズ CS 活動の一

つながりが大切になる。
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環としても、ワイズ以外の一般の方にも呼び掛け易

ります。この様に考えてみると、如何に私が海外の

いと思います。

ワイズメンズクラブの情報に無知であるかを痛感い

やってみませんか。

たします。考えるだけでなく、行動を起こさなけれ
ば何も変わらないという事を分かっているつもりで

国際交流について考える

すが皆様の英知を集って一つでも、二つでも具体的
な行動をとりたいというのが小生が感じる事です。

国際・交流事業主査

～

朝倉正昭（東京世田谷）

若者との掛け橋として

～

ユース事業主査
国際交流主査を仰せつかった
のですが、コロナ禍の感染拡

城田 教寛

大があり（個人的にはあまり

（東京町田スマイリング）

言い訳として使いたくないの

この度、21―22 年度ユース

ですが）,全く活動らしい活動が出来ませんでした。

事業主査を担当することに

然し乍ら、今後どの様に活動を広げるべきかにつ

なりました。全く、右も左

いては、おおいに考えさせられました。現時点で

もわからない状態であり、

国連が提唱する SDGｓについてはその行動目標が持

ほかの皆様にこ迷惑をかけ

続可能性を以って 17 の具体的として提唱されてお

ないようにするので精一杯でありますが、どうかよ

り、国家だけでなく、企業や社会福祉団体を含め

ろしくお願いします。

た各組 織がそれぞれの行動をどの様に持続性を保ち
ながら、17 の行動目標を実現する様に努めなければ

「ユース事業」についてワイズメンズクラブとして

ならないという点に深く共鳴するものです。我々の

「ユース・若者」の成長を意識して活動の中心とし

奉仕事業は、継続性が大変重要で言わずもがなです

てボランテイア活動を実施しており国際協会、東日

が一回限りで終わりという事は考えられません。

本区との提携をしつつ展開をしております。

また、しきりに言われる自助、共助、公助を以っ

事業主任が事業方針の中で仰っていました。

て社会での繋がりを含めるという点にも共鳴させら

「ユース・若者」にワイズメンズクラブを知っても

れます。ワイズメンズクラブの皆様が活動されてい

らい、逆に我々ワイズメンズクラブからは寄り添っ

る例えばキッズ食堂や、歌声活動などを通じて、高

ていくことができるようにしていきたいと思います。

齢者のコミニュケーションを深める等は正しく SDGｓ

今年度東新部運営方針「国連の持続可能な開発目標

が目標とする行動に沿った行動であると考えます。

（SDGs）への担い手を目指す」に基づき、ワイズメ

世界的な規模で考えても、コロナの感染拡大で、

ンズクラブ発祥 100 年目にあたり「問題を分析し、

日々の食の困窮に陥っている人口の爆発的拡大や、

何ができるのか？」松香部長ほか皆様と連携しあっ

教育の機会を奪われる人々の激増、又女性の機会均

てまいりたいと思います。

等が奪われるような事象が日常的に起きています。

2020 年 1 月からのコロナ禍において約 1 年半、全く

17 の行動目標を見るとまだまだ、我々が活動できる

活動がままにない状態が続いています今年に入って

領域が増えていると感じます。他の組織との連携

も 2 回の緊急事態宣言・蔓延防止飲食店を中心に経

（海外の組織をふくめ）はますます必要になってお

済活動に大きな影響を与えている状況です。
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そのような状況下おいて今まで培ってきた活動は続

やバザーへの参加、そして東日本区メネットのつど

いており国際協会では、スイスのジュネーブにユー

いやメネットアワーは、コロナ禍が続くようならオ

ス代表を駐在。ボランテイアを実践する体験を積む

ンラインやハイブリッドでの開催に変更しメネット

ほか世界大会、エリア大会開催時に日本においても

活動の楽しさや面白さを広められたらと思います。

独自のプログラムに基づき毎年 AYC（ASEAN Youth

今年度も皆様のご協力をよろしくお願いします。

Convocation）設営東日本区では、その中から数名の
ボ ラ ン テ ィ ア リ ー ダ ー を 推 薦 。 毎 年 秋 に は YVLF

「東新部ＨＰ＆ＭＬの活用を！」

（Youth Volunteer Leaders Forum）の参加・応援を

ウェブマスター

積極的に行っております。
（昨年度は中止）

長澤 山泰(東京)

このようにしてワイズメンズクラブ会員の皆様も
「ユース・若者」の活動に対する関心を高く保って

東新部のホームページと
メーリングリストの運営を
担当します。

いただくことを期待します。

今年度もよろしくお願いします

思います。 まずは今まで続けてきたＹＭＣＡへの絵

■ＨＰ（ホームページ）
部会、評議会等各行事予定＆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、規則、
ＣＳ支援金申請書などの各種フォームにも対応して
おります。
＜ＨＰ構成＞
・部長のひとこと＆アピール（メルマガ、部長メッ
セージ等）
・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(バックナンバー掲載）
・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）
■ＭＬ（2021-22 年度版メーリングリスト）
ＭＬ利用の際は宛先に自分のアドレス、CC に下記
の MＬアドレスを入力してご利用ください。
◆部常任役員：bu2021ysjonin@jep.org
（送信先：部長・書記・副書記・会計・直前部長・
次期部長）
◆部役員：bu2021ysyakuin@jep.org
（送信先：部長・書記・副書記・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）
◆クラブ会長：bu2021yskaicho@jep.org
（送信先：部役員及びクラブ会長）

本寄贈のための資金作りとして手作りケーキの販売

ＨＰと部内ＭＬの活用を是非ともお願いします。

メネット連絡員
菅谷一江（東京）
今年度も東新部メネット連絡
員として、なかなか皆さんのお
役に立てず申し訳ありません。
東日本区理事や東新部部長の主
題・方針に従って、メンをどのように補佐したらい
いか、あるいはメネット独自にできることはないか
などを考えていますが、コロナ禍もあって思うよう
に進まず自分の力不足を感じています。ただ困って
いる誰かの役に立ちたいというメネットは日本全国
にたくさんいらっしゃると思うので、その思いを結
集し何らかの形にできたらいいなと思います。メネ
ットの人数も少なくなっているのが現状ですが、メ
ンがオンラインやハイブリッドでつながっているよ
うに、メネットも（メンに手伝ってもらい）テクノ
ロジーを使って距離を縮められたらいいなと思いま
す。限られた人生誰かのために役に立ち、それが生
きがいとなって楽しく活動できるように考えたいと
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東京むかでクラブ活動方針

東新部 担当主事になりました。
部担当主事

｢活動するもしないも

又どのように

活動するも自分次第｣

古市 健

（東京町田コスモス）
東京むかでクラブ
会長

古市健と申します。

土井

宏二

東京 YMCA 本部職員です。今年
２０２１年４月に東京町田コ

東京むかでクラブ会長を

スモスクラブの担当主事にな

仰せつかりました。6 年前に会

り、７月より東新部担当主事

長をやりましたが私が中咽頭
がんで長期療養 その後ワイ

も兼務することになりました。
ワイズメンズクラブの担当主事を初めて務めること

フが腹膜がんで自宅療養で 2 年間休会し昨年再入

となり、不慣れではございますが、何卒よろしくお

会しました。残念なことに昨年ワイフは阿弥陀浄

願い申し上げます。

土に旅たちました。
会長主題として「活動するも

東京クラブ活動方針
コロナ禍の中で

しないも又どの

ように活動するも自分次第」要は自分で考え自分
で行動することです。人はみな自分の生き方を決
める自由が与えられています。しかし自由と放任
とは紙一重

東京クラブ
会長

難しいことは解りませんが自由とは

相手を想っての生き方

比奈地康晴

生き方

放任とは相手を想わない

身の丈に合った楽しい会を運営したいと

考えています。

コロナ禍の中で、クラブ

今期は会員が２名増え正会員１３名

運営も多くの困難を抱え

功労会員

１名計１４名でスタートします。主な活動

ながら進行している。

尻学荘への支援

①野

②１０月開催予定のワイワイワ

我がクラブも創立 90 周年の行事が決まらないまま、

イシニアキャンプ

次年度にまたがれそうな状況である。10 年前の 80 周

ーキャンプ

年の際も、東日本大震災の為、同様な困難を生じた。

スタンへの「思い出ランドセルプレゼント」⑤神

何か、周年記念行事と世の中の災害がここのところ、

戸ポートクラブ

因縁をもって絡まっ来ているようでもある。心すべ

ートライアングル締結による相互訪問の活性化等

きかも知れない。クラブにとっては、何よりも会員

を進めたいと思います。残念ですがコロナ禍での

の増強が一大事であり、まずはそれが目玉であるが、

「川口子ども食堂」への支援は一旦中止します。

現有会員相互の基本的交流もコロナによってかなり

年齢を重ねてくるとどうしても僻みっぽくなりま

のダメージを受けてしまっていると感じているので、

す。その事をも素直に受け入れて楽しい笑いのあ

それの補強、回復にも努め、Y’s 本来の良さを取り

る例会を開催したいと考えています。

戻すように努力したい。

9

③８月予定の野尻湖ファミリ

④今年度正式スタートするアフガニ
石巻広域クラブとの国内ブラザ

する、地域の老人クラブと連携し、当クラブにはな

東京世田谷クラブ活動方針

い知見を得る事で、メンバ－の生涯現役へと繋げて

～「地域の老人クラブと連携し、
生涯現役を目指します」～

いきます。
「あらゆる門戸をクリスチャン含め、広く開きま
す」

東京世田谷クラブ
会長

世のなか全てはコインの表と裏。キリスト教はワ

峰 毅

イズ加入者の促進また維持を、阻害しているという
風潮が仮にあれば、逆に現メンバ－でキリストの愛

当クラブ内の年齢構成を

の精神を以て、クラブ内で奉仕活動を果たすべく、

鑑みても、８０歳に近い方

神の御名を唱えると、宗教を強要するのかと詰問さ

が主なメンバ－で、既にヘ

れ困惑し、クラブ退会を考える方がいるかも然り。

ルパ－など介護保険サ－ビ

我がクラブはプロテスタントまたカトリックの両輪

スを利用しており、例会もデイサ－ビスの様を呈し

で、自称、ガッツリ信仰系でやらせて頂いているの

ているのが現実である中、「５年後にクラブが現体制

で、宗教を理由にワイズを、辞めてしまうメンバ－

で、存続しているかは疑問」であり、みなで楽しく

が仮にいれば積極的に受け入れ、全ての門戸を無宗

ワイズライフと、悠長な事は言えないレベルまで追

教者、高校大学がミッションスク－ルで基督教に興

い込まれています。

味をもった方、そしてキリシタン兄弟姉妹の為に広

なぜこれほどクラブが衰退したか考えると、要因

く開きます。

の一つに高齢となると活動についていけず、退会に
至るケ－スが散見され、クラブ高齢衰退化という問

東京町田コスモスクラブ活動方針

題に突き当たります。後期高齢者が多い当クラブで

「心新たに CHANGE!2022」
… 誰ひとり取り残さない。健やかに…

は、切実な問題であり、現メンバ－が心身共に健康
でなければ、不老不死の妙薬がない限り、いくら水
を入れても底のぬけた鍋と同様に、加齢と共にメン

東京町田コスモスクラブ

バ－が蒸発消滅するのは必然な事です。

会長

今村路加

困難な課題を乗り越えるには、過去の前例に囚わ
れない革新的な発想が必要であり、今期は持続可能

今年度、松香光夫直前会長

なクラブ運営に向けて、あらゆる選択肢を排除せず、
クラブ高齢衰退化という答えのない未知の課題に、

の後を引き継ぎ、創立 25 年を
迎えた東京町田コスモスクラ

進取の精神で積極的に取り組み、爺さん婆さんにな

ブ会長を務めることになりま

ったから、クラブを退会するという負の連鎖を断ち

した。2001 年以来 20 年目にして 2 度目になります。

切りたいと思います。

今、コロナウイルスとヒトの生存競争で、東京都内

方策の一環として、当クラブ単独では超高齢化を

感染者実に 1７万人、うち死者 2,200 人を出してなお

乗り越える、経験も知識も足りない中、超高齢者と

収束が見えません。たいへんな脅威です。

なっても、多くの方が元気に地元に密着して奉仕活

ウイルスはヒトを全く区別せず、動きも、ヒトが

動、仲間づくり・健康づくり等で活動し、高齢にな

自ら無意識にウイルスを受け容れ、生かしたくれる

ってもメンバ－が参加できるノウハウを長年蓄積し

宿主に感染します。一方で、予防のマスクを、自分

ている、世田谷区市民活動・生涯現役推進課が管轄

では手に持てないで、人の手を必要とする方、誰か
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他の手なしに日常が保てない方のための必死の介助

東京多摩みなみクラブ活動方針

も欠かせません。不足する介助や介護・幼児童の守

会長主題「楽しさをシェアしよう！」

り手も救済を必要としている最中、わたしの世代に
クラブ会長のバトンがきました。担う決断と責任を
感じます。幸いに、100 年の信頼と友情の価値高いワ

東京多摩みなみクラブ会長

イズメンズクラブの中にあるとの想いが私を立たせ

伊藤幾夫

ました。前年度会長主題「心新たに CHANGE!2022」を
引継いで、次なるワイズ 100 年へ小さな、しかし、

当クラブは 7 月 17 日に 5

確かな一歩を踏み出したいと思います。ワン・チー

周年を迎えます。この 5 年

ムワイズメンの確かな視野と支え合いを大切にして

でクラブ活動の方向性が見

進みたいと思います。

えてきたように思います。
クラブの「強み」として
「農園活動」があげられます。これは当クラブメン

東京センテニアルクラブ活動方針

バーの藤田智さん（恵泉女学園大学教授）の存在に

～ 聴く耳、語る口、正しい目をもって

よるところが大きいです。彼のサービス精神旺盛な

行動する年にしたい～

姿勢にメンバーが呼応し、充実した実践活動が展開
されています。昨年度は他クラブのワイズへも呼び

東京センテニアルクラブ
会長

かけて行ったトライアルとしての「プランター野菜

徐 鐘煥

栽培講座」（Zoom）は 20 名超の受講者を得て大盛況
でした。今期は一般向けに「野菜講座」の展開が予

今期会長として、年間の目

定されています。楽しみです。

標を申し上げます。

東京町田スマイリングクラブ活動方針

厳しい時代になりました。

今だからこそできることに取組もう！

「コロナ」ばかりでなく、
「環境」「経済」「社会生活」等で異常、異変が起
きています。

東京町田スマイリング

天候異常、環境異変、弱者問題、貧富差等、我々は

クラブ会長

為我井輝忠

「詰問（きつもん）」されている、この状況下で、
我々のクラブ活動はどうすべきか。

2018 年 12 月に発足し、翌年 2

今こそ「人間性」が問われています。

月にチャターナイトで多くの

私はメンバーで、又、他の Y's men と話し合いたい

方々に祝われた町田スマリン

のです。

グクラブは、3 年目を迎えまし

我々は人間の原点に立って素直に考えたいのです。

た。当初は順調に見えたクラブの活動もコロナウ

聴く耳をもち、語る口をもち、正しい目をもって行

イルスの蔓延で陰りを見せ、何人かの会員が休会

動する年にしたいと思います。

し、さらに会の中で不協和音の声も聞こえ始める
という事態に陥りました。
2020 年 2 月に定例会も歌の広場も停止し、前者は
7 月から Zoom を利用した Web 例会に切り替えまし
11

た。幸いにして今日まで続いていますが、後者は

ます。

今後の再開は見通すことは出来ない状況です。何

２．第 1 部は 「学び」と「研鑽」－アフターコ

もかもで出来なくなっていく中で、後ろ向きの気

ロナと Change! 2022―とコンセプトを設定して式

持ちになっていきましたが、しかし、気持ちを入

典・献金等行います。第 2 部は、「交流」と「親

れ替える必要がありました。出来ないことを嘆く

睦」をコンセプトとして音楽を楽しみながら楽し

より、今出来ることを見つけ、それに向かってい

いひと時をお互い持てますよう工夫致しておりま

くことが大事だと。

す。

Web 例会は、これまで遠隔地（あるいは外国）

３．会場は町田市民ホール

―コロナ禍が落ち着

に住んでいるので会うことが出来なかった方々と

き、第 25 回東新部部大会がリアルにて開催できま

時を得ず、いつでも出来るので大いに活用できた。

すよう祈りつつ、皆様をお迎えする準備をいたし

まだしばらく続くことでしょう。

ております。是非とも 9 月 11 日（土）町田市民ホ

定例会はこのような形で再会できましたが、もう

ール第 4 会場にお越し下さるよう心からお待ち申

ひとつ最大の関心事である地域との関わりを共励

し上げております。

出来るような働きをまだ模索中です。町田でも行
われているフードバンクへの協力や老人施設への

持続可能な東新部運営を！

ボランティア奉仕等協力できる働きはあると思い

LT 委員長 伊藤幾夫

ますが、まだまだできていない状況です。

（東京多摩みなみ）

第 25 回東新部・部大会にむけて
実行委員長

太田

今期、太田勝人さん（町田
スマイリング）のあとを引

勝人

き継ぎました。東新部は部

（東京町田スマイリング）

発足の時から、LT 委員会は
１．開催日について：9 月

「持続可能な東新部運営を

11 日（土）

する」ために努めてきまし

通常は東新部部大会は 10 月

た。部長が 1 年ごとに交代

第 2 土曜日に開催となって

しても、部の運営はぶれる

いますが町田市民ホールを

ことなく、進められています。それは「東新部の憲

予約する段階で 10 月から改

法」とも言える「東新部運営マニュアル」の存在が

装工事に入り、9 月末までなら使用可能と判明した。

あるからです。時代の変化に対応するために、何度

ご挨拶いただく方々のご都合をお聞きした上で予

も改訂を繰り返してきました。このマニュアル本は、

約出来ました。

東新部のホームページ（HP）に掲載されており、部

何卒ご理解の程お願いいたします。

役員に就任したら「熟読」することが求められてい

13 時受付開始、１３：３０から部大会となります。

ます。東新部のすべての行事、イベント等がこれに

メールで皆さんにご案内を差し上げると共に、7 月

よって進められていきますので、不安に感じたりし

からの部長公式訪問時に案内チラシをお渡ししま

たときには、これを見れば答えは見つかるはずです。

すのでクラブ単位で会長にまとめて頂き、登録を

どうぞ、HP からダウンロードして印刷して、必携し

お願い致します。支払いは当日受付にお願い致し

ていただきたいと思います。今期も LT 委員会では松
12

香光夫部長キャビネットをサポートしていきたいと

ます。出来上がりましたら、東新部のウェブサイト

思っています。

に掲載して、資料としてご利用いただけるようにし
たいと思います。

東新部のヒストリーを保存
新クラブ設立への活動計画とそのビジョン
ヒストリアン
エクステンション委員長

伊丹一之（東京むかで）

太田勝人(東京町田スマイリング)

1997 年に 7 月に、今まで

松香部長の方針に沿い、2 クラ

一つであった日本区が東西

ブ設立を目指します；

に分割され、東日本区が誕

「（仮）新宿地域ワイズメンズ

生すると同時に「東新部」

クラブ」と「（仮）新潟地域ワ
イズメンズクラブ」

が発足しました。
初代部長は持田次郎（東京）
（以下敬称略）
、2 代目

１．「（仮）新宿地域ワイズメンズクラブ」：早稲田教

は櫻井浩行（東京むかで）、それ以降クラブチャータ

会に所属する聖歌隊の皆さんを主体・核として”音

ー順に輪番制で、村野繁（東京目黒）、小川圭一（東

楽愛好“と“地域奉仕”を切り口にして進行中です。

京世田谷）、西村隆夫（Tify's）、常藤恒良（東京南）、

古賀牧師にもご挨拶をし、聖歌隊のキーパーソンと

影山允男（東京まちだ）、伊藤幾夫（東京コスモス）

も伊丹メンのご尽力を得てコロナ禍終息後に成功さ

と続きました。

せるビジョンで行動中です。
２．「（仮）新潟地域ワイズメンズクラブ」：２兎を追

2005 年からは 2 巡目に入り、松本良三（東京）、長

わず、新宿地域を優先してきました。新潟市内にワ

谷川正雄（東京むかで）、田中博之（東京）、堀井堯

イズクラブを設立して持田二郎メンが“東新部の

（東京南）、後藤邦夫（東京まちだ）、権藤徳彦（東

歌”を寄贈して頂いた大きな気持ちに応えたい。２

京コスモス）、大中誠（東京センテニアル）、目黒勝

０数年前に一旦できたクラブが何故閉鎖になったか、

彦（東京銀座）と、大体チャーター順に推移しまし

を櫻井浩行メンから当時の名簿を頂きメンバー３人

た。

にお手紙を出してお一人（歯医者）からご返事を頂
戴しました；「東京クラブにもご招待され当初は良い

2013 年からは 3 巡目に入り、佐藤茂美（東京）、太

印象でしたが、キリスト教信者になれ、といった具

田勝人（東京世田谷）、伊丹一之（東京むかで）、細

合に会員間で感じるようになって閉じることにし

川剛（東京）、伊東幾夫（東京コスモス）、神保伊和

た」趣旨の内容でした。私は再挑戦しますが、今度

雄（東京むかで）、小川圭一（東京世田谷）、加藤義

は①新潟県人による、新潟のために地域おこしをさ

孝（東京）、そして第 25 代となる今年度は松香光夫

れている方、新潟創生に熱意のある青年を見つけて

（東京町田コスモス）と、輪番制が崩れて部長輩出

準備すること、②及びワイズはクリスチャニティー
精神が根底にありますが決してキリスト教信者にな

クラブが限られてきました。

ってほしいとは言いません、と堂々と伝えて誤解の

ここでは、歴代部長のヒストリーを書き出してみ

ないように配慮して進めます。その後新潟から、山

ましたが、2 年前に前任者から引き継いだ資料は、す

形、秋田、青森へと展開できるよう大きなビジョン

べて紙の資料ですので、これらを徐々にパソコン用

を持って行動いたします。今度は一人で行動せず、

のデジタルファイルにまとめていこうと思っていま

松香部長以下役員の皆様と知恵を出し会って進めま

す。手始めに、東新部 25 年間の「歴代部役員リス

す。ご理解とご支援をお願い申し上げます。

ト」、「クラブ会長リスト」から取り掛かろうと思い
13

２０２１－２０２２年度 東新部（暫定）予定表
月
６月

日
26

曜
土

７月

01
06
08
10
10
13
16
20
21
24

木
火
木
土
土
火
金
火
水
土

02
15
31
11
30

月
日
火
土

８月

９月

１０月
１１月

１２月

13
27

土
土

会場
HB
玉川学園 CC
多摩みなみ W
センテニアル W
W
W
HB 東京ク
HB 世田谷ク
W むかでク
W スマイリング
HB(会場未定）

ｗコスモス

町田市民ホール
W
未定
未定
未定
HB
HB
未定

未定

３月
４月

５月

６月

部報第１号 発行
部長公式訪問
部長公式訪問
半年報(前期)７/10 迄→部長
第１回 部役員会
部長公式訪問
部長公式訪問
部長公式訪問
部長公式訪問
第１回 部評議会
・（部指名委員会、部大会実行委員
会始動）
・(部費請求書発行→各クラブ)
・（部常任委員会～以降随時）
部長公式訪問

区・地域・国際

区報 1 号（７/0１発行）

第 1 回東日本区役員会

半年報７/15 迄→事業主任

区費（前期）納入〆切

１月

２月

東新部
次期部役員懇談会(キックオフ)

2021 年 7 月 1 日

未定

部費納期(８/31 着)
第 25 回部大会
部指名委員会(次次期部長・次期監
事候補推薦)
(部常任委員会）
部指名委員会(候補者人選)
（部常任役員会）
第 2 回部役員会
第 2 回部評議会（次次期部長・次期
監事・部 LT 委員会）
(部常任役員会)

12/08 ワイズ祈りの輪

半年報(後期)→１/10 部長
部長公式訪問(１～２月クラブ役員
会)
「次期部役員会準備会①」
(次期部役員研修会・部 LT 委員会)
（部常任委員会）
部長公式クラブ訪問(続・役員会)
「次期部役員公開」

半年報１/15 迄に
部長→事業主任
国際投票（1/15 スイス必着）
在京ワイズ会長会
在京ワイズ新年会

「次期部役員準備会②」
（部常任役員会）
(次期クラブ役員研修会・）資料作
成）
「第３回部役員会」
「愛３回部評議会」(次年度予算案)
～「部次期クラブ役員研修会」
（部常任委員会）
「部事業・運営中間引継会」
「部クラブ事業報告を受けて評価す
る会議」
（部常任役員会）
「部報２号」原稿発注(部役員・ク
ラブ会長)→７/30〆切、８/30
発行
(部常任役員会)

区主催：次期会長・部役員研
修会
第３回東日本区役員会
代議員会議案書〆切（

〔註〕W=WEB ウエッブ, HB=ハイブリッド

区費(後期)納期・各種献金・
使用済み切手納期(~2/15 着)）

JEF/エントリー〆切
在京ワイズ会長会

第 4 回東日本区役員会、
東日本区代議員会
東日本区大会
東日本区第３号(6/30〆切)

備考

東新部 ２０２１-２０２２ 東新部 役員・クラブ会長 一覧
役 職 名：

氏名

クラブ名

部長

松香光夫

町田コスモス

次期部長

深尾香子

多摩みなみ

直前部長

加藤義孝

東京

書記

権藤徳彦

町田コスモス

副書記

尾張日出夫

町田スマイリング

会計

石田孝次

多摩みなみ

地域奉仕事業主査

城井廣邦

むかで

会員増強事業主査

村野 繁

世田谷

国際・交流事業主査

朝倉正昭

世田谷

ユース事業主査

城田教寛

町田スマイリング

メネット連絡員

菅谷一江

東京

部選出代議員

加藤義孝

東京

部大会実行委員長

太田勝人

町田スマイリング

部 LT 委員長

伊藤幾夫

多摩みなみ

部エクステンション委
員長
部ウェブマスター

太田勝人

町田スマイリング

長澤山泰

東京

部ヒストリアン

伊丹一之

むかで

部担当主事

古市 健

コスモス/東京 Y 本部

部監事

佐藤茂美

東京

部監事

小川圭一

世田谷

会長

比奈地康晴

東京

会長

土井宏二

東京むかで

会長

峰毅

世田谷

会長

今村路加

町田コスモス

会長

徐 鐘煥

センテニアル

会長

伊藤幾夫

多摩みなみ

会長

為我井輝忠

町田スマイリング

メールアドレス

代行アドレス

代行者名

―

田附和久
―

