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東 日本区・ アジア 。国際の現況

東日本区理事 利根川 恵子 01越 )

I 東 日本区の現況

1 会員数の状況

2016年 7月 1日 2017年 1り月1日

908人 (61クラブ ) 917人 (61ク ラブ)

*7月 17日 に東京多摩みなみクラブがチャーターされたが、東京 目黒クラブが解散 したため、クラ

ブ数は増激なし。

2 これまでの主な取 り組み

(1)東 日本区定款の改訂 :「東日本区定款改訂委員会Jの設置 (辻 同1委員長 )、 各クラブでの改

定案の検討、前文の募集

(2)東 日本区20周年記念事業実行委員会の設置 (口 中博之委員長 )

東西 日本区交流会の開催 2017年 2F14日 (土 )～ 5日 (日 )東 山荘

「東 日本区10年の歩み-2007～2017-Jの発行

(3)eラ ーニングの導入検討

3 これまでの主な行事等

(1)東京多摩みなみクラブ ‐チャーーター 2016年 7月 17日  メンバー 15名

(2)第 72回 国際大会 (台北)

2016T8月 4日 (金 )‐ 7日 (日 )

台北 グランドホテル エクスポ ドーム

・東日本区からの参カロ者 88名 (東西合わせて188名 )

(3)国際ユースコンボケーション

2016年8月 1日 (月 )～ 7日 (日 )

台北 Chientanユース アクティビティ センター

東 日本区から参 llユ ース 6名

(4)STEP事業受入れ

S,EPttl・ 7・留学生 :エスベン エネバル ド ランジガー ド(デンマーク、20歳 )

受入れ期間 :2016年 9月 2日 ～22日

受入れ家庭 (敬称略):吉団紘子 (東京むかで)、 熊本恵理、粕日晴之 (宇都宮)、 利根り恵子 (り |1越 )、

水崎よし子、倉石美津子 (長野)

(5)ユースボランティア リーダーズフォーラム

‐2016年9月 9日 (金 )～ 11日 (日 )山 中湖センター フイズ参カロ者26名

(6)第2回東西交流会の開催

2017年 2月 4日 (■ )～ 5日 (日 )東 1日 荘 東西合わせて約400名 の参加

4 今後の課題

(1)会員増強  新クラブ設立、会員数の1,000名 突破、ヤングメンバー補助市1度の見直し

(2)東 日本区定款の改訂 各会員・ クラブからの意見、要望等の定款への反映

(3)東日本区20周年記念事業の実施

(4)研修の充実 (e― ラーニングを含む)
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地 tt 2015年 2,司 1日 2016T2月 1日

アジア 東 日本区 l102 920

西 日本 区 1,530 1,530

フィリピン 172 171

南東アジア 354 352

スリランカ 101 104

台湾 527 54()

アジア計 3,586 3617

アフリカ 134 150

カナダ カリビアン 501 ■59

6.059 5,974

イン ド 8,965 9,008

韓 国 5,502 5,510

ラテンアメリカ 461 413

南太平洋 236 229

アメリカ 1,162 1,116

26,642 26,476(-166人 06%減 )

H アジア太平洋地域 国際の現況

l 会員豪

2 コ際献↑*つ IL域別貢献Ft

‖貢市
'

区 % 全体に占める会員数比

1 デンマーク 2220・ . 145%

2 西 日本区 1380% 58%
3 韓国 (エ リア) 1019% 208%

4 ノルウェー 860% 52%
b 東 日本 X 730% 35t●

*国際 献 金 :ASF、 BF、 EF、 TOF、 RBM、 YES

3 アジア太平洋地域 国際関係 トピックス

(1)ア ジア地域選出国際議員 (ア ジア大平洋地域会長)・ 国際会長・国際会計選挙結果

(2)第27回アジア大平洋地域大会参加者募集中 2017年 7月 21日 ～23ロ  チェンマイ

(3)国際関係の申諸 投票等の電子化



2017-2018年度東日本区理事方針

次期東日本区理事 栗本 治郎 (熱海)

理事主題    「広げ よ う フイズの仲間 J

(Extension  Membership & Conservation)

ス ローガ ン   「楽 しくなけれ ば フイズ じゃない 積極参加 で 実 りある奉仕 J

(Joyful life through Ys dorn  Service with Positive action)

東 日本区は1997年の発足時に会員数 1,246名 でスター トしま したが、毎年 のよ うに会員の減少 と

共 に高齢化が進み ま した。 クラブの平均会員数 も1997年時には、約 21名 で したが現在 は約 15名 で

す。 このことは日本における少子化 と同じくワイズにとつての一番の問題点です。そこで、今期の

理事方針を 「広げよう ワイズの仲間Jと し、英語表示をズバ リ「E M CJと 致 しました。

会員の一人一人が会員増強の意識を強く持ち、新会員候補の発掘 推薦を心掛け、15名 以下のク

ラブは会員数20名 を日指 し、また、部にエクステンション委員会を設置 し 積極的に新クラブ設立

に取 り組む体制を作 りたいと思います。

基本方針

部の強化 ‐活|■ 化

部の活動を強化 し、部長 主査が主体的に活動 し部の活1■化を図る。

部長の リーダーンップの下、主査は委員会を設け、一人委員会でない実効性のある、充実 し

た部の活動を目指す と共にクラブ間交流を深める。部会 lll修会の充実を図る。

YMCAと の協働

フイズメンのYMCA会員率100%を 目指す。 (ク ラブ単位での納入を検討 )

YMCAと の協力関係の中でエクステンションを検討する。

各事業の日標

1 会員増強事業

O部 にエクステンション委員会を設置する。 (複数年で取 り組む体制 )

0例 会出席率の向上を目指す。 (プ ログラムの充実)

○ クラブの会員数20名 を目指す と共に、理想的な会員数 とされる30～40名 を目標 とする。

2 地域奉仕事業

0地 域における知名度を高めるCS事業を1■進 し、「入会 したいクラブJを 目指す。

O所 属YMCAと の相互理解 と協働プログラムを推進する。

3 国際 交流事業

O IBC DBCの 交流を推進する。

O各 献金の目標を達成する。

4 ユース事業

〇 次世代のフイズとYMCAを担 う若者を育成する。

5 メネット事業

0メ ネ ット活動の活性化を推進する。
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担ユ当 事 業 2017-20181■ 度
'彗

|ヽ 日1票

地域本仕

CS 1,250円 /人以上

ASF 500円 /人以上

,「 500円 /人以 L

国際 交流

B「 2,000円 /人以上

TOIi 1,300円 /人以上

E「 記念献金

RBNI 800円 /人 11上

YES 500円 /人以上

IBC 3クラブl・・結

DBC 2クラブ締結

会員増強
新 クラブ設 立 (じ ) 2クラブ

会員増強 (M) 120名

Jし● (束 日本 E・lワ イズ基金 ) 500,000円

rr(リ ーダーシップ トレーニング)

次期胡11= 事業主任研修会

次期クラブ会長 部役員研修会

各部 における部内研修会 適宜

区   報 2回発行

2017-2018年 度東 日本区の達成 目標

2017-2018年度 国際 。アジア太平洋地域

国 際 会 長 Henry Crindheim(ノ ルウェー )

主      題    .. Friendship across the borders ''                        ''

「 国境なき友情 」

スローフブレ′   `. Let tls 、valk in thc Ligtlt - logethcr ''

「 ともに、光の中を歩 もう J

アジア太平洋 ll l域 会長 Tung Mhg Hsiao(台 湾 )

主    題   “Respect y's Movement''
「 ワイズ運動 を尊重 しよ う |

スローガン  “S01idify the Yヽ Men Family for Better World"

「 よりよい世界のために、ワイズメン ファミリーの絆を強めよう J

11



201718年 地域奉仕事業方針

次期地域奉仕主任 前原 末子 (御殿場 )

事業方針 「思いや りをもって地域に―i仕 J

まだまだ東日本大震災の傷も癒えてないまま、九州熊本地震、鳥取県中部地震、火山の噴火や各地の豪

雨災害と、いつ何が起るか分からない昨今です。

その中で、YMCA ワイズメンズクラブは緊急支援活動にいち早く立ち上がりました。まだ困難な状況

にある方々に思いやりの心を寄せ、活動IJ ttL続 しますようにお願い中し上げます。

また、奉仕活動を広く地域に知らせることにより、クラブの知名度を高めたい。できれば、クラブの看

板となるようなCS活動を確立し、新入会員獲得´ヽと繋げていきたいと思います。

活動内容

I、 YMCAサービス事業

ワイズメンズクラブはYMCAを通して地域社会に奉仕するサービスクラブです。

YMCAへの奉仕、支援はフイズメンズクラブの最も重要な目的といえるでしょう。

① YMCAと ワイズメンズクラブの相互理解を深め、情報を共有り
~る

。

(YMCAの主事との連携を密接にしましょう)

② クラブ会員はYMCAの会員になるものとする。

③ YMCAの プ ログ ラムを積極 的 にサ ポー トす る と同時 に、YMCAの スタ ソフに フイ ズ メンズクラ

ブをアピールする。

Ⅱ、CS(Community Senrice)事業

VMCAと協力して地域社会の求めに応える奉仕の実践に,さがけましょう。

また奉仕活動がVMCAと フイズの存在意義を示すブログラムとなるよう心がけましょう。

① lク ラブ 1事業の推進 (地域へのアピーール 他クラブヘの参加、協力、他クラブとの脇働)

②新しいCSプ ログラムの開発を図ろう。

OCS資金一人当たり1,250円 の全クラブ達成に努める.′切 :2月 15日

Ⅲ、継続事業 継続可能なプログラムの推進

①地域における知名度を高めるCS事業を推進し「入会したいクラブJを 目指す。

②クラブ対抗、CS活動、フォ トコンテストのlLI続

フォトコンテストに提出する場合、コメントを一緒にお順いします。

Sｂ^



2017～2018年 度 東日本区 会員増強事業方針

会員増強事業主任 榎本 博 (伊東)

主 題 :「 NEOワ イズメンズクラブ J

【事業方針】

会員増強は各クラブが真剣に取り組んでいる課題です。新会員を増やし、現会員による積極的な参力]を促すに

は、魅力的で楽しいクラブづくりが必要です.クラフの現状を見つめ、強みと弱み (改善点)は何かを考え、

新入会員獲得の為の「新しいアプローチJを考えましょう |

【事業目標】

1 欧 tens or,   0 部にエクステンション委員会を設置する (複数年で取り組む体制)

クラフ拡張    ○ 新クラブ設立を目帽す

2 Monnbersh p  O 各クラブ純増 2名以上

会員i旨強     0 グツトスタンディング (会員数 15名 )を目指す

0 インビテーション キャンペーンの実施

3 Conservajon O クラブの刷新と柔軟性

推J譜発     0 早期退会者ゼロを目指す

〇 ノンドロッフを目指す

【活動計画】

1 臥tens on   ■ クラブ設立案件だけで終わらぬよう、部にエクステンション委員会を設置し設立の

サポートなど設立目標を達成させる (確実な弓継ぎをする)

2 Membershp  ■ 会員増強計画 (ワ ークシート)をつくる
・クラフ全体で会員増強に継続的に取り組む為の指針となるものを作成し活用する

● クラプの現J犬評ldlを する
。会員構成 (職業・年齢層・・■別)

・強み と ]]み ・ 特徴
・多様な考え方などが奨励されているか

3 クラプの目標を立てる
・5年後 10年後はこうありたいと望tt姿を全会員参加で日い施く
・戦略計画を定める
・入会候補者の検討とリストアップ

`| 
インビテーション キャンベーン (例会への知人・反人の招待1見学)の実施

・期間 :2017年 5月 1日 (月 )～ 2018年 4月 30日 (月 )

0 他
・ワイズ冠の事業展開 (地上或における矢0名度を高めるCS事業を推進)

3 Conserva● on ' 積極的に新しいことをクラブが取り入れる

● 出席率の向上を目指す (例会・事業・活動・委員会など)

13 メーキャップの奨励

“

, 全会員参力0型のセミナー開催 (透明性のあるオーフンに語りあえる場を設ける)

【表彰基準】・ VT象ヨ間 :2● 17● 5,11ヨ |「|-2018二 ■戸 3● 31月 |

l EllCの E部門 ● 新クラフ設立賞 :年度内にチャーターしたクラプのスホンサークラフ

2 EMCの M部門 |■ 最優秀賞 :最も多くの新入会員を獲liしたクラフ

0 優 秀 賞 :最優秀クラブに次ぐ新入会員をl‐得したクラブ

0 努 力 賞 :2`以上の新入会員を獲得したクラフ

● インビテーション優秀賞 :最も多くのポイントを獲得したクラブと個人

3 EMCの C部門 C, 出席率最優秀筆 例会への出席率が 100%もしくは最も高出席率のクラフ

CI 出席率優秀彗 例会への出席率が90%以上のクラブ

e ノンドロップ賞 :期間中の退会者ゼロのクラブ

● グットスタンディング賞 i会員数 15名以上を達成したクラブ

4 特別賞     ● El lC事業に積極的に取り組み、成果を収めた部やクラフまたは個人    17



2017-18年 国際・ 交流事業方針

次期国際・交流事業主ff 進藤 重光 (東京)

1 活動方釜 :「 フイズの幅広いネットワークを楽 しみながら、よりよい未来へとつなげよう :

2 担当事業

`)野

:BF,EF,TO「,IBC/DBC,YES,他

3 課題 :

(1)「強調月間Jを活用し、ゲス トや新人ワイズに、だれもがわかりやすく各事業の説明を行 う
ために、担当事業の資料 画像などの共有化を積極的に図って参ります。

(2)献金が国際的にどのように使われ、具体的に役立っているかを理llFし合いながら、現地の状
況を分かち合 うために、情報発信に努めます。

(3)IBC/DBC:締結希望のクラブとの仲介をさせていただきます。国内外を聞わず、フイズの世
界的な視野を広めるために、クラブ間のネットワークを強化 しましょう。

(4)RBM:3年 F・B延長 されて 2018年 まで継続 します。国連の呼びかけに応え、国際赤十宇

赤新月社連盟と協慟 しているフイズメンズクラブ国際協会全体のこの取 り組みにご協力を
おFHEいいたします。全世界的な「マラリア撲減キャンペーンJの意義を再確認し、ともに理
解を深めましょう。

4  目1票 :

(1)太回直前事業主任のお働きを継続し、各部事業主査と情報や資料を共有化します。
(2)RBM:内 部はもちろん、フイズの外部にも向け、後援や共催などのコラボレーションも視野

に入れながら「マラリア蚊帳J配布の重要性をアピールし、その意義を広くPRします。
(3)IBC:3ク ラブ、DBC:2ク ラブ、 トライアングル IBC 2組以 卜の締結を目標とします.

(4)2017年 7月 にタイのチェンマイで開催される「アジア 太平洋地域大会Jでの交流をは
じめ、海外のフイズとの情報交換や相互理解を醸成、促進します。

5 伝達 :それぞれの部の国際 交流事業主査と上記の目的を達成するために、各クラブにおかれまし
ては事業主査と連携 して献金の目標額を決定 していただき、さらなるご協力をお願いたします。
課題を踏まえ、参画したことに喜びを感 じられる、わかりやすい交流事業となるよう、具体的な事

業状況の把握と情幸長の伝達、共有に努めながら、事業主査 とともに各部の活性化につなげていきま

す。

6 表彰項目 :対象とする献金事業は、BF,T IF,PPM,YESの 4事業
(1)MVP賞 :一人当たり献金額第1位のクラブと音F(合計8)

(2)グランドスラム賞 :4種事業全て日標達成した部
(3)金賞 :

① 事業 行事 部会などの際、RBM献金を実施したクラブ、部全て

② 4種献金目標をFirしたクラブ

③ 一人当たり献金額第 2位のクラブ 部

(4)銀賞 :一人当たり献金額第 3位のクラブ・部
(5)銅賞 :

① 一人当たり献金日標金額を達成したクラブ 部
② BF使用済みワ手収集優秀賞 (上位 3ク ラブ)

(6)IBC締結賞

(7)DBC締結賞

7
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2017-18年 ユース事業方針

次期ユース事業主任 長津 徹 (東京サンライズ)

【1】 事業方針
ユース事業を通して理事方針の実現を目指す。

【2】 活動計画

他事業主任との連携を強める。

711い との協lplを 強化する。

部独自のユース事業を推進する。

区ユース事業を評価、推進する。

【3】 事業

部主催ユース事業の支援

YVr(ユースボランティア リーダーズフォーラム)開催

AYC,IYC派遣 、 支 援

YEEP,STEP

OFY(オープンフォーラム n沖3A)

6 19



クラブ運営に関する事務手続きのポイント

次期東 日本区書記 大川 貴久 (熱海 )

201718年度理事方針にある「楽しくなければ ワイズじゃない 積極参加で 実 りある奉仕 J

の通 り楽 しくワイズライフを送る為に 「クラブ運営に関する事務手続きのポイン トJを熟読して

頂き間違いのないように期限厳守をお願いいたします。

1 情報の受発信

クラブ会長はクラブの責任者であると同時に対外的な窓日でもあります。東日本区から各クラブヘ

の連絡、情報提 l■、依頼等はすべてクラブ会長宛生送られます。以下のことにご留意ください。

● クラブメンバーヘの情報提供 :ク ラブ会長への情報送信は、東日本区メーリングリス トおよび

郵便等で行われます。区報、理事通信、各種連絡 案内、ニュース等がクラブ内に行き渡るよ

う メールの転送、コピーの配布等をタイミング良く行つてください。

● 締切 りの厳守 :全てのクラブの回答が揃わないと先に進めない事項も多数あります。締切りは

厳守するようお願いいたします。

● 情報の発信 :ク ラブのCS Yサ 事業や特別集会等についての区、部への情報発信はクラブ

会長の責任において是非積極H7Jに 行ってください。

2 半年報提出の手続き

クラブから提出され′る年 2回の半年報は、東 日本区の現状を把握する基礎資料となり、クラブから

支払われる東日本区費 (国 際会費、アジア地tt会費を含む)な どを算出する基準となります。

半年報用紙は6月 中旬に会長にお送りする「クラブ運営必要書類ファイルJに入つています。また、

東日本区のウェブサイ トの「会員増強Jページからもダウンロー ドできます。

(東 日本
`ウ

ェブサイ ト:http:7/57s eaStjimdO cOm′ )

十年報は、会長の責任において会長または書記が記入 し、期限厳守のうえ、各所属部の部長宛に

提出してください。

前期半年報 :  2017年 7月 1日 の会員数 と異動報告 :提出期限 7月 10日  部長宛

後期十年報 :  2018年 1月 1日 の会員数と異動報告 :提出期限 1月 10日  部長宛

各部長はこれを集計 して、前期は7月 15日 まで、後期は1月 15日 までに東 日本区会員増強事業主任お

よび東 日本区事務所にご報告 ください。

3 会員異動報告書

クラブ会員に異動 (入退会)力 あ`つた場合は、 「会員異動報告書」に、会長の責任において会長

または書記が記入し、部長及び部会員増強事業主査に送つてください。事業主査は、東 日本区会員増強

事業主任及び東 日本区事務所に送つて下さい。用紙は、 「クラブ運営必要書類ファイルJに入つて

います。また、東 日本区のウェブサイ トの 「会員増強Jページからもダウンロー ドできます.

併せて、 「クラブ運営必要書類ファイルJ在 中の 「払込取扱票Jを使って、人会金 (6,000円 )を
区へご送金 ください。

新入会の場合、入会キッ トを発送させていただきますので、入会式の15日 前までにご報告ください。

4 代議員会

代議員会は東 日本区の最高意思決定機関です。クラブ会長と部代表からなる「代議員Jで構成され、

q30

「



毎年、東日本区大会の前 (初 日午前中)に年次代議員会が開催されます。代議員は出席の義務並てバに

議案の提出及びIIlt決 の権利があります。代理出席は認められていませんので、必ずご出席ください。

5 国際投票

毎年、国際会長、国際議員などを選出するための投票が行われます。選挙については、行われる際、

直接ご連絡 します。投票権を持つのはクラブ会長のみです。大切な権利ですので、棄権することなく

行使 してください。投票用紙は、直接、フイズメンズクラブ国際協会本部 (ジ ュネーブ)宛 に直送

してください。

投票権があるのは、グッドスタンディングクラブ (直近2半期の区費 (国際会費、アジア地域会費

を含む)が納入されていること)かつ直近 2半期の会員数が15名 以上のクラブですが、直近2半期の

会員数が5名 以上の場合は国際協会本部に特例措置を求めることができます.特例措置請求を含む

投票方法の詳細は東 日本区事務所からお知らせ します。

6 クラブブリテン

クラブブリテンはクラブ内の「機関紙Jであり「公式記録Jです。また、クラブ内外への「広報誌J、

入会希望者への 「入会案内ツールJで もあります。 さらに東日本区の各種表彰の多くはブリテン掲載

の活動状況をもとにしています。ブリテンは、毎月必ず発行 し、例会 1週間前までに送付先に届くよ

うにしてください。

必須掲載事項と送付先はHandbook&Membership Roster(ロ ースター)の 「クラブ運営に関する

事務手続きのポイン ト|を参照 してください。

7 クラブ例会、事業・行事予定の東 日本区ウェブサイ トでの公開

今年度も、東 日本区ウェブサイ トで例会 (会場、開始時刻、卓話者、特記事項等)お よびCS、 Yサ

等のクラブ事業、各種行事等のスケジュールを公開する仕組み (東 日本区カレンダー)が運用されて

います。各種行事等のスケジュールは、各クラブ及び各部ご自身で随時ご入力ください。区の行事も

各種掲載いた します。是非積極的にご活用ください。

カレンダーの入力方法が不明な場合は、ITア ドバイザーにお問い合わせ ください。

8 ファイル送付

6月 中旬にクラブ会長に 「クラブ運営必要書類ファイルJをお送 りいたします。その中には、会計

振込用紙、十年報用紙 (前期 後hll)、 会員異動報告書、フイズ基金中込書、エンダウメン トファンド

申込書、区役員 クラブ会長宛名シール原稿、BF使用済み明手送付用はがき、物品注文用紙、人会式

式辞、役員就任式辞などクラブ運営に必要な書類が入つております。手元に置いていただきご活用く

ださい。

9 その他

別冊 「クラブ運営マニュアルJと Handbook&Membershlp Rosterに 詳 しい説明がありますので

ご参照ください。ご不明の点は、東 日本区事務所または東 日本区書記にお問い合わせください。

東 日本
「

:事務所 :〒 1600003 東京湘∫新宿区水塩町7番地

Ltt FAX:03う 367 6652  cl:〕 a :yseaslこ yncajapan o■ g

東 日ヽ区書記 :大川 出入 嶼 海クラブ)

〒4130016 熱1圧 i市水口日「14S

富ヨ言舌 :0557-82-1238  ドAX : 0557-82-7636

e mail: qxqldsmk3● 3odsjp

:●

,与 i守 :09031538304



会計について

次期東Ll本区会計 小原 進一 (熱 ti l)

送金方法は 一昨年  昨年 の通 りといた します。 今期 の会 計 との引き継 ぎをお願 いい

た します。

区費等の送金 は、東 日本 えか らの請求書 に従い、所定の 「払込取扱票 Jを 必ず使用

して、期限内に送金 をお願 いいた します。
「払込取扱票 Jに は、払込人 の氏名だ けでな く、 クラブ 71も ご記入 くだ さい。

また 1通 信欄 Jに は、必ず払込金 の明細 をご記入 くだ さい。

0ク ラブか ら区べ送るもの

区からクラブヘ請求
前期 7月 下旬・後期 1月 上旬

―

○ クラブか ら部 で とりま とめて えへ送 るもの

クラブ

一

東日本区会計口座ヘ

前期8/15・ 後期 2/15

内 訳

東 日本 区名 簿代

西 日本 区名簿代
ロー スター広告掲載代

同

入会金

7.500円 X会員数 (担 当主事を除く)

7,500円 X会員数(   ″   )
2.000円

2.000円

1,700円 X希望部数
1,900円 X希望部数
10.000円 X件数 (クラブ広告 )

20.000円 X件数 (個 人広告 )

6000円 (1人 につい

東 日本 区費

同 担 当主事分

前期分

後期分

前期分

後期分

8月 15日

2月 15日

8月 15日

2月 15日

8月 15日

8月 15日

8月 15日

3月 15日

JEF
EF

随時 最終 5月 15日

内 訳

ASF
TOF
BF
YES
CS
FF
RBM
YVL「 負担金

500円 以上 X前期会員数
1,300円 以上 X前期会員数
2000円 以上 X前期会員数
500日以上 X前期会員数

2月 15日

2月 15日

2月 15日

2月 15日

2月 15日

2月 15日

2月 15日

2月 15日
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201718年 メネット委員会活動方針

次期 メネ ッ ト委員長 大村 知子 (三島)

“「絆を深め、多様な力でときめくメネットIJを活動方針としてメネットの活性化を目指したいと考

えます。私はメネット歴 50年ながら大会には数回参加しただけで、クラブの活動に関わつてきた程度で

したが、平成 28年度メネット委員会書記として初めてメネット事業に直接関わり、活動の詳細や素晴ら

しい活動を続けているクラブの実態も知りました。そこでは経験豊かな多くのメネットや元メネットと

の出会いがあり、貴重な助言もいただけました。近年の私がそうであったように、メネット委員会の活

動やメネット事業についての詳しい情報が多くのメネットに届いていないことが多々ありそうです。メ

ネット会長やメネット連絡員を決めていないクラブが7割近いことも一ほかと思われまつL
そこでメンに、メネットの活動とメネット事業を理解していただき、メネットの活躍こそがクラブ活

性化のカギにもなることを認識し、フイズの情報やクラブの活動をメネットと共有していただくことを

期待いたします。メネットがワイズ活動のお手伝いやゲストとして参加するだけではなくメネットも共

同参画すればクラブも活性化し、若いメネットやこれまではとんどフイズ活動に関わらなかつたメネッ

トが積極的に力を発揮するきっかけになるのではないでしょうか。メネット会員のlll少、高齢化はメン

の抱える問題に運動しています。カロえて女性会員の増加がメネットの減少に密接に関連していますので、

本年度もメネットと女性会員との協働を模索しながらフイズメネット事業を進めたいと考えます。

各クラブのブリテンにメネットの例会出席報告の記載を必須とすることを提案します。 (メ ネットの

出席実績によるクラブ表彰などを検.lしてみます)

2017-2018年 事業計画

4

1

2

3

5

国内プロジェク ト

●   ■ヽICA施設ヽ絵卜を贈る運動

['     東 日本人震災復興支l・
―

国際プロジェクトの支援 (継続 )

「東 日本区ワイズメネットのつどいJの開fF

詳細lt委 員会で検討

第 21巨1東 日本区大会 ワイズメネッ トアワーの開催

平成 30年 6月 2日 (十) 沼津

メネット会活動への参加

クラブで実施されていうメネット活動′ヽ参力「し、メネットに 青‖:さ信をする.

その他6

IZ
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2016-2017年度

第3回東日本区役員会議事録(案)

日1キ :2017T4り可8日 (_l′「 後 1時00分～午後4時
"分4月 9口 (日 )午前9時00分～午後12時05分

場所 :えすぽわ―る伊佐沼 (埼玉県川越市伊佐沼 6672)

出席者数 :38名 (内議決権者 15イt)

記録 :東 日本区書記 lll本岡1史郎

1開会式     (司 会 1本岡1史郎)      ② 地域本仕      カロ藤陣主任

開会,点鐘       利根川恵子理事     ・第 2「I CS活動フォトコンテストを行つている。その

開会祈梼        本岡1史郎書 .・L     反応が少なく、参カロ者を増やすため第 2+Rを出り
~な

ワイズソング ワイズの信条   ― 1司        ど宣伝に力を入れた。

出席者確認                   資料訂正

出席者 38名 (内議決権者 14イ |、 後に 14追カロで   0の 車いすは 「2台Jではなく「l台Jを受領に

15′|)を確認した。                 訂正.

成立宣言 開会挨拶   利根川恵子理事     0会 員増強      菊地弘生主任

細り1岡1東新部部長が病気のため欠席しているが、  ヤングメンバーに対する東日本区大会登録費補助

その議決権を伊藤幾夫・次期東新部部長へ委任する  の通知を行った。

という委任状が提出されている。THL定款には委任に対   これまで行われた部会 人会式などの行事には積梅

する規定がなく、今回はこの委任状を認める。この  的に参カロした。

20162017年度第 3回役員会の成立を宣言した。    今後、表彰の選考を行う予定.

議事録署名人選出                ④ 国際 交流      大田勝人主任

栗本治郎次

"1理

事と官内友弥文献■R織検討委員  2017年 2月 4～ 5日 に行われた「第 2回東西日本

会委員長を選出し承認さオした。            区交流会Jは ll■ j裏に終了した。そこで DBC締 |・式

(千葉クラブー大阪高槻クラブ)、 IBC締結式 (大阪泉

2区事業計画                  北クラブー台北A Listクラブ)が行われた。

① チ里事計画      利根川恵子理事     台湾の国1祭大会においてIBC希望を募った。その希

会員数の現況は 2017年 1月 1日 現在で 917名 、  望を各部長に配布。

61クラブとなつている。最新の情報では、そこから微   BF代 表については今年度、応募者がなく、次期ベ

増となつているが、日標の 1000名 には届いていない。 の課題、PRの T夫が必要である。

残り3ヶ月で会員増を期待したい。          ⑤ ユース事業主任    人久保知宏主任

2017～ 2018年度次
‐
ll目 1祭会長としてムン・サン ボ  月―`プンフォーラムY、 ユースボランティア リーダーヽ

ン氏 (韓国 麗水ハンリョ クラブ)、 20172018年次  ズフォーラムなど実行に向けて計画されている。オー

期国際会計としてフィリップス チェリアン氏 (インドバ  プンフォーラムYについては明日の議案として提出さ

ンガロール インディラナガールクラブ)がそれぞれ選  オしているので検討して1)らいたい。

出された。また、20172018年次期アジア太平洋地  YMOヽ との協同ということについてユースとしても強

域選出国際議員 次期アジア太平洋地域会長として  く感じており、協議事項として提案させてもらつた。

田中博之氏 (東京多摩みなみクラブ)が選出された。   部主催のユース育成事業が関東束部、北東部から

今期の取り組みとしてeラーニングの導入を検討し、  提案され、それぞれ行われた。それらは別紙資卜の

次期クラブ会長 部役員研修会で試行したが、プログ  通り。

ラムの不手際などもあり、その参加者は約 3害1にとど

まった。今後も導入に¬1大が必要だ。         3各 部活動報告

① 北ll■道部      山本雅之部長

つ
，

「



‐昨年8月 には北海道に3つ の台風が ■陸し、交通網

の司断/1・ あり、北海道部としても活動に支障があった。

「在京フイズ合同新年会Jに倣って、初めての試みと

して札幌 本L幌北の合同例会にlL見 ―卜勝も参力|して

北海道部合同新年会を開催した。

② Jヒ 東部

欠席のため資ボ「を参照.

0関 東束部 片山 啓湘;長

関東束部にある各クラブが、それぞれ「ユース例会 J

を持った。それらは資料の通り.

・EMC委員会を行い、企クラブから出席してくれた。

東新部やあずさ部と合同EMCシンポジウムを開催し

たかったが、それは実現には至らなかった。今後の課

いる。

休憩 写真撮影

(午後3時 10分再開)

4委員会及び専任委員活動報告

① 文献・組織検 .l委員会 官内友弥委員長

諮問のあった 1東 口木区ワイズメネット委員会規則

(案 )J、
「東日本大震災支lF活動補助規定 (案 )Jの改

.l案について答中を行った。

r_D LT委 員会 伊藤幾夫委員長

次期会長 部役員ll修会は次期会長77%次期部

役員74%の 出席率で、今まで以 卜の出席率だつた。

パネルディスカッションを含め、概ね好評だつた。eラ

ーニングは、試行段階にあり、今後も進めていく。

③ JEF運営委員会   村杉克己委員長
「感謝の気持ちをJEFへ JというJEF献金への呼び

力ヽ ナのチランを作成した。

あらゆる感謝の気持t,、 経費肖1減の機会をJEF献金

につなげたい。

・資料言丁1:

浅羽俊 郎 (部長を終えて)を (主任を終えて)に訂正.

題としたい。

④ 東新部

けた確認書を調日」した,

0富「 山部

0メネット委員会

伊藤幾夫次■l部 長

細川同1部長が体調不良で欠席のため、伊藤幾夫次
Hll部長が代理として活動報告を行つた。

2月 18日 (:L)に東新部EMCシンポジウムが行われ

た。6人のパネリストでパネルデ ィスカッション「ワイズ

歴の浅いフイズメンから見て、「フイズJはどうなの ?J

を行い、興味深い意見が出た。

3月 25口 (■ )に次期部役員研修会■を東京VVICA

東陽町センターで行い、11名 の出席者があつた。

0あずさ部 浅羽俊―郎部長

2月 11日 (十 )に東京YMm山 手センターにおいて

「安兵衛評議会Jが行われた。

部長通信を月1回の頻度で配信し、全クラブの例会

情報などをFtj載 し、各クラブと連絡を取り合った。

0■‖南 沖縄部 若木―美部長

2月 11日 (土 )|こ横浜Y3/1CAと フイズメンズクラブ合

同刹i年会を行つた。そこで若柳流・若lrl二十郎先生

に kる祝賀の舞が披露された。

2月 18日 (■ )に沖縄クラブ、沖縄那覇クラブの2クラ

ブの.l.長公式訪円を行い、.F長公式訪間を終えた。

‖縄クラブでは京都トゥービークラブとのDBCへ 向

利磯優子委員長

2016年 11月 26日 (十 )、
「第20回ワイズメネットのつ

どい 、2017年 2月 4～ 5日 「第2回束西 日本区交流

会 メネットアワーil■ tl殿場Jを無事に終了した。

次期メネット委員長として、本来のメネットが決まつた。

それまでは女性メンが務めてきた。

0東 口木大震災支援対策本部 市l根川恵子本部長

資料の通りだが、3月 31日 ,在残高が318,000円 と

なつた。
「束 日本大震災支援活動補助規定Jの改定を常任

役員会で決定した。それにより今まで中請とその認可、

決定の曖味だつた部分を明確にする。

新たな「東日本大震災支援活動補助規定Jにより、

事後申請になるが今年度分の中詰を受け付ける。今

まで自動的に活動の半分を補助していたが、最大半

額の補助とし、必ずしも半額の補助を保証するもので

はない。

資料訂正
「東 日本人震災支援活動補助規定J第 3条 8項 目、0
の位置がずれているので それを修正する。

0東 日本事 l●・ 所人事委員会 栗本 7m‐郎委員長

1曽 H降 部長

1月 15日 (日 )富士市樟泉閣にllいて合同新年会が

開催され44名 が出席した。

ドッジボーフレ大会、サッカー大会、日本語スピーチコ

ンテストなどが行われ、富士山部内の各クラブの活発

な活動が行われた。

次期理事輩出部として活発な活●j準備が行われて
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③ ITアドバイザー

資料の通り、栗本治郎次期理事が事T_・h長となり、

小山憲彦氏を引き続き事務職員とすることを、明日の

議案として提出する。

⑦ 定款改定委員会   辻 同J委員長

資十1の通り、これまで委員会を重ねてきた。

前文に関しては、それまでの作業に時間がかかり、

委員会で委員長および数名に委任とした。そのri呆 、

公募で集められたものを良い所取りの形で決定した。

明日、その案を議案として提出する。その後の流れ

は今まで説明してきた通り、2回の異なるメンバートのイヽ

議員会、TH際議会の認可を得て、正式決定となる。

束日本大震災支援は今後、継続していくのか。

→今後も東 日本区として継続していく。資金1、 報告の

通りになり、新しい「東日本人震災支援活動補助規定J

のもと、被災地を支IIするクラブ補助も行われる。今

年度分も事後中請になるが受け付ける。

■ヽICAのマーク変更に伴い、フイスのマークの変更

などはあるのか。

→今回は日本YMCA同盟、および日本各地にあるロ

ーカルVNFCAの問題で、世界の ■ヽICAの変更では

ない。・ 7ィズのロゴマークなども特に変更する必要は

ない。

5次期役員会

別紙、議事録参l照 .

以上、第1日 日(4月 8日 )、 午後4時30分、終了

第2日 日(4月 9日 )、 午前9時Oo分開始

6議案審議 協議    (議 長 :利根川恵子理事 )

議決権者出席 12名

議案第9号議案「2016-2017年 度 東 日本 X中間

決算と監査報告の件Jへの変更を確認。

第12号議案「奈良博賞選考委員会委員指名の件 1

の追加を確認。

第1号議案「201617年度第2回役員会議事録承認

の件J(提案者利根川恵子理勤

提案内容 :201617年 度東 日本
`第

2「 役員会

(2016年 11り 15日 (■)開催)の議事録 01痢(添付)を承

認されたい.

採決 :議長を1余く全員の挙手による賛成で承認.

第2号議案「フイズ・VMい のパートナーシップ検討

委員会設置についてJ(提案者千J根川恵子理事)

提案内容:国際リエゾンの山田公平フイズ (宇都官ク

ラブ)から、別紙のとおり、フイズメンズクラブとYMCA
のさらなる協r● lを 目指して、新しい委員会設置の提案

がありましたので、賛同じ協力,ることに対する承認を

お願いします。

質 |・T意見

ワイズメンズクラブはYWICAをサポートする団体であ

り、そのことはハンドブックにも記載されている。しかし、

大ス保矢「宏

資料の通り。表にある左側の数字は来場者数、若 lHl

の数字は観覧数である.左側と右 lulの 数字がずれて

いるのは同じ人が、何度も観覧すると右側の数字が

増えていくことになる。

0トラベルコーディネーター   長lt山 泰

氏名等:Todd Robinson 男 カナダ フレデリクトン

在住.来 目期間 :2018′ 5′306′14束西区大会への

参カロを予定.奥さんのICarenさ んを伴つての来日予

定。

① 広報・伝達(PR)専イ■委員   吉野勝二郎

第20回東 日本ス大会 (り |1越)の 中込者数が別紙の

通り、213名 である。参加者をまだまだ増やしたいので、

各部、各クラブで宣伝をお願いしたい。

Oヽ■ICA関連 光永尚■

島円茂日本 ■ヽICAl■l盟総主事の任期が終わり、次

期総主事としてイ中|・清 氏が就 l■した。

2017年の変化として「YhllCAブランディングのIF進 J

がある。全国YMCAが 、「オールジャパンYWКAJとし

て新しいコンセプト、新しいロゴマークを使用すること

になる.それらは今年6月 に発表する予定。

※質疑応答

今後、ユースボランティア リーダーズフォーラム、

Ⅳ C、 AYCなどユース事業に参加する若者を、特に

費用面で各部に支援をお願いするのか。そのための

予算を各部に継続的につけることを要求しているのか.

→それらは全く部での裁量に任せる。今年はNCが
タイ チコ=ンマイと遠方であるため、各部が参力「者に対

して経済的に支援していただけるとありがたいが、強

Tlではないし、各部で対応がまちまちであって構わな

0｀。
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それが上からの押しつけとならないようにしたい。    サンライズクラブ)が務める。

日本はYIICAと ワイズメンズクラブの関係が他国と  質疑 意見 :

比べて大変に良い。これがモデルケースとして他の  月ヽ山憲彦氏の肩書きは事務職員ではなく、事務所

YllICAワイズメンズクラブに示されることを望む。    長千い子とならないのか。

これは東日本区、西 日本区、ヽ■lCA総主事会、い  →現行の規り1で「事務I.l員 Jとなつている。

ずれか一つが拒否ヨれば成り立たない。VNICA総主  時間外労働が多く、その改善策はないのか。規定以

事会の見通しはどうなのか,             外の時間に委員会を開くことが多いので、その際、事
→総主事会が今年6月 に予定されており、そこで提案  務職員 r」.ぃなくとも鍵をあけることは●J能か。

される予定て,それまでは一部の総主事を除いて知らさ  → 日本 ■ヽICA同盟との契約の中で、事務職員がいる

れていない。ただ神崎総主事など日本YMCh同盟と  時に使川」できるとなつている。ただ 事務所長 (理事)

しては行つていく方向である。            がいれば使用はできる。時間外労働についてはでき

日I1/7趣 旨には賛同するが、もう少しロードマップみ  るだけ改善していきたいが、委員の都合を考えると難

たいなものが示されると良い。            しい現状がある。
→今回はこの方向で行くことを確認し、人選など慎重  採決 :議長を除く全員の挙手による賛成で承 L」 .

に行い、6りJの役員会、代議員会で決定して行きたい。

5年間継続していくなど人選については慎重にして  第5号議案 「第28回アジア太平洋地域大会開催地

いきたい。                     立候補の件」

採決 :賛成 10、 反対 1で承認。           (提 案者 利根り恵子理事)

提案内容■2019年夏に開催される予定の第28同ア

第3号議案「第22に1東 日本区大会ホストクラブ承認の  ジア太平洋地域大会に東 日本 Xとして開催地に立候

件J(提案者メ」根川恵子理事)           補したい。

提案内容 :第 22回東 日本区大会ホストクラブを募集し  質疑 意見 :

たところ、以 ドのとおり立候補がありました。       20182020年 度のアジア太平洋地域会長に日中博

1   立候補クラブ:東京サンライズクラブ     之氏 (東京多摩みなみクラブ)が決定しており、1999

2   開催 日程 :2019年6月           年の十勝アジア大会以来、20年間、東 日本 えで行わ

3   開催地 :東京              れていない。

4   会場 :代 々木青少年オリンピックセンター   西日本区にも協力を仰ぎたい。

(予定)                     採決 :議長を除く全員の挙手による賛成で承認.

質疑 意見

開催 日程は例年第 1上曜 日曜日になるが、詳細に  第6号議案 「束 日本区定款改訂案の承認 J

ついては決定ではない。変更の可能性もある。    (提 案者 :利根川恵子理■r)

開催場所についてもその返答が5月 半ばになるので、 提案内容 :東 日本区定款改訂案が東 日本区定款改

予定であるが、そこができない場合は人三子の公共  訂委員会委員長より提出されましたので、これを案と

施設も候補に入れている。              して承認をお願いしまう。

採決 :議長を除く全員の挙手による賛成で承認。    質疑 意見

1改定定款前文 (案 )Jにある「自己犠牲に基づくJと

第4号議案「次年度の束日本区事務所長の選任J    いう言葉が重く感じる。また、新たにメンバーになる人、

(提案者 :利根川恵子理事)             若い人たちには重荷に感じるのではないか。これはど

提案内容 :次年度の東日本区事務所長の選任につ  のような根拠で出されたものか。
いては、東 日木区事務所人事委員会の決定により、  →過去に出された文章、前文の公募の中にある言葉

今年度と同様、次年度も東 日本 え事務所長は、理事  である。今回、前文の公募を行い、その良い所取りの

が兼務することとしたいので、承認をお願いします。事  引′で行つた。実 1祭 には時間がなく、委員長および数

務所所員として、今年度同様、小山憲彦フイズ (東京  名に一任という形でこの「改定定款前文 (案 )が決定

６́



された。                      える機会を与える事を目H/」 とする.本プログラムには

この役員会での意見を踏まえて もう 度、定 l■tt  Y呵F参力Πtt IYC参加者 AYC参力1予定者の参加

定委員会で検討することはあるのか。         を強く促す。

→委員会ではこれが最良だとして提出されたもので、  質疑・意見 :

もう一度、検討することはない。            本プログラム参力1に学Y、 その他YIICAにつながる

若者を入れてはしい.

修正動議「東日本区定款改訂案の前文の一部変更J   DVや引きこもりをテーマにすることについて内容に

提案内容 「改定定款前文 (案 )Jにある1自 己犠牲に  ついては精査してはしい。

基づくJの一文を取る。                プログラム案で敬称のありなしなどが統一されていな

賛同者があり、この修正動議について審議された。   いので、統一した方が良い。

1/決 :修正動議に対して、賛成9で承認。        参カロ費は高校生や大学生は0円 でも良いのではな

せヽ か 。

採決 :修正動議を含めた(「 改定定款前文 (案 )Jにあ  →参力Πする意思を表明するためにも、わずかではある

る「自己犠牲に基づくJの一文を取る)第 6号議案「東  が費用を徴1反している。

日本区定款改訂案の承認Jについて、議長を除く全  lt決 :議長を除く全員の挙手による賛成で承認.

員の挙手による賛成で承認。

第9号議案 「2016～2017年度 東日本区中間決算

第7号議案 「東日本区フイズメネット委員会規則改訂  と監査報告の件J

の件J                      別紙の通り 3月 31日 までの 問決算と監査報告を承

能 案者 :相磯優子・メネット委員長)        認されたい。

提案内容 i現行のメネット委員会規員1は、覚書として  質疑 意見 :

定められた経緯から、通常の委員会規貝」の形式とな  支出のfl目「国際会費Jの備考、「アジア地域会費J

っておりません。また、東曰木区定款見直しにl■い、  の備考の部分が前期のみ書かれており、後期の明細

ワイズメネットの定義や組織を見直したこともあり、形  /1書かれていない。

式を整え、内容を精査し、東日本区フイズメネット委員  ・ヤングメンバーの東日本区大会の補助費はどこから

会規具」を改訂することといたしました。ここに改訂案を  支出するのか。

提案いたしますので、承認をお願いいたします。    →予備費から支出する。

質疑 意見:                    採決 :議長を除く全員の挙手による賛成で承認。

東日本区ではメネット委員長は役員会構成メンバ‐

ではないが、国際や西日本区など他のワイズメンズク  第10号議案 「2017～2018年度束日本区理事方針

ラブ組 iltではどうなっているのか。           の件J

→国際ではフイズメンズクラブとワイズメネットクラブは  2017～ 2018年度東 日本区理事方争1の承認をお願

別組織で考えている。また、西日本区ではメネット事  います。

業主任として役員会構成メンバーになっている。    t~決 :議長を除く全員の挙手による賛成で承認.

「東日本区Jと 単に「区Jという言葉が混在している。

→すべて1東 日本区Jに統一、修正し提案する。    第11号議案 「2017～2018年度東日本区予算案承

採決 :議長を除く全員の挙手による賛成で承認.    認の件J

2017～ 2018年度年度東日本区予算案を承認願いま

第8号議案 「第6回オープンフォーラムY開催につい  す。

てJ                      質疑 意見 :

(提案者 :大久保知宏ユース事業主0        ‐「フイズ 〕ヽヽlCAのパートナーシップ検.I委 員会Jの

提案内容 別紙の通り、第6回のオープンフォーラムY  委員交通費はどこから支出するのか。

を開催する。幅広く、社会問題を取り■げユースに考  →当初、予算化はしていなかったが、旅費 交通費か

「7



ら支出できる.

採決 :議長を除く全員の挙手による賛成で承認.

第12号議案 「奈良博賞選考委員会委員指名の件 J

委員の任期満 rにつき、2017年度より新委員として

次の2′|を指名いたします。

新委員 原俊彦(2010～ 2011年度理事、富±■:lln)

駒 H勝彦 (2013～2014年度理事、甲府 21)

選任  F_村好夫(富 い

藤丼寛敏 (東京江東 )

採vL:議長を除く全員の挙手による賛成で承認。

第1号協議 「ユース育成プログラムにおけるYMCAと
の協働 J

別 lIの 通り、日本YMm同 盟が開催している「地球

市民講座J事業とワイズメンズクラブがユースの育成

事業として行つている各プログラムを連動したものとす

るように日本YNКA同盟に中し入オしる。

意見 :

ユースの育成というのはVWICAと フイズの共通の日

的であり、そこに連続性があることは良い。

日本YNICA同 盟にはつながっていても、ローカル

Y1/1CAにつながっていないユースがいる。そこをつな

げるものがはしい。

lYC、 AYCはワイズの活動、地球市民育成プロジェ

クトは日本 ■ヽ10ヽ同盟の活動として成 アヽして,ヽる。分

けてやつており、あえて連続性を持たせる必要もない

のではないか。

地球「 民育成プロジェクトはYMQヽ職員、学生

YllCA、 一月そ大学生がそれぞれバランス良く参加で

きるようにしている。そこに意味がある。
ユース活動費が約250万 円繰り越されている。有効

な活用をしてはしい。

休憩

7質疑 意見交換

指名委員会が行われなかったが、候補者が複数で

た場合、また絞りきれなかった場合、いずオしにしてt)

指名委員会を行うべきだつた。

久保口貞視監事

反省と計
"「

、回顧と展望。いずれにしろPDCA
(Plan Do Check Action)リ イクルが必要で、今後

の展開をどうするかが重要.

事業主任はもつと具体的な報告をしてはしかった。

地域奉仕事業は各クラブの地域奉仕活動のl HL状 、例

をあげる。地域奉仕事業は魅力あるクラブ活動の要で

あり、行政を巻き込み、■7McAと関係強化できるような

ものを考えていきたい。

会員増強はEMCだけを繰り返していても意味がな

い。もつと例会の充実などフイズの魅力を上げ、知名

度を上げることにより、ついてくるもの。EMCシンポジ

ウムなど各クラブに還元できるものを示す。

駒日勝彦監事

毎年4月 の役員会はIFL役員と次期役員の合同役員

会となっている。なぜ合同役員会となつているのか、

その意味を確認し、そのやり方に工夫をしていかなけ

ればならない。

指名委員会は人事の重み、責任を感じていかなけ

ればならない。開鎖的になるのでなく、オーープンに問

題を考えていかなければならない。

9閉会式

事務連絡

竹内敏朗フイズのお男」れ会

日Fi 5月 27口 (上 )13:30～ 1600

会場コ tl■l NIКA熱海青少年センター

■島クラブ40周 年記念例会

日程 12月 2日 (土 )12:30～ 17:00

会場 :日 人三島,(北 口校舎

VAllCAの 歌

開会挨拶

閉会点鐘

(午後121寺05分終 了)

同

利根川恵子理事

利根川恵子理事

第3回東日本区役員会出席者

【議決権保持者】(12名 )

常任役員:理事 利根川恵子、次 tl理事 業本治郎、

書記 1本岡1史郎、会計 吉円公代

事業主任 :地域奉仕 カロ藤博、会員増強 菊地弘生、

国際 交流 太 勝人、ユース 大久保知宏

部長 :Jヒ海道部■日本雅之、関東京都 片山啓、東新8監事計評
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音卜伊藤幾夫 (次期部長 委任 )、 あずさ部 浅羽俊一

郎、湘南 沖縄部 若木一美、富■山部 増円隆

(欠席 :直前理事 渡辺隆、北東部・長同工彦、東新

吉: 糸円り 岡1)

(2日 日欠席 :/11南 呻中縄部 右木―美、富士山部 増

日隆)

【役員会構成メンバー】

監事 駒日勝彦、久保田貞視、文献 糸巨織検討委員

長 官内友弥、LI委員長 伊藤幾夫 (兼務 )、 Jl〕 F委

員長 村杉克己、東 日本 え事務所人事委員長 束本

治郎 (兼務)、 東日本大震災支lF対策本部長 禾」根川

恵子 (兼務)、 東 日本 え定款改言I委員会委員長 辻剛、

トラベルコーディネーター・長澤山泰、広報 伝達専任

委員 吉野勝 ■郎、理事事務局長 古野勝二郎 (兼

務 )、 東日本区事務所所長林」根川恵子 (ll務 )、 東

日本区事務Iitt員 月Ч I憲彦、連絡主事 )L永 尚牛

【次期役員】

次期理事・・ 本治郎、次次期理事 宮内友弥、次期

書記 大川貴久、次期会計・小原進 、次期会員増

l・Y事業主任 禎本 ■、次期国際 交 ll事業主任 進藤

重光、次期ユース事業主任 長津徹、次期北海道部

部長 森熊治郎、次期北東部部長 鈴木伊知郎、次

期間束東部部長 長尾昌男、次期東新部部長 伊藤

幾夫 次期あずさ部部長 大野貞次、次期湘南 沖縄

部部長 金 r功、次期富 =L山部部長 カロ藤博、次期

LT委 員会委員長 Jと ll文雄、次期メネット委員会委

員長 人村知子、次期理事事務局長 本L林慶一、次
■l理事事務局長イ甫佐 青木義美

配付資r

第3回東日本区役員会ワークブック

東日本区定款改定委員会答中 改訂案

20162017年度会計中間決算 賄査報■

部主催ユース育成支援事業について

',6回

オープン フォーーラム Y
・第20引東日本区大会申込状況 (20170407現 在)

議事録署名 人:文献■日l■検討委員長

０
「

議事録署名人 :次期理事


