
1 
 

 

 

 

 

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

2017.11.18（土）（土）（土）（土） 
東京東京東京東京 YMCA 山手センター山手センター山手センター山手センター    101 会議室会議室会議室会議室 
    

    

    

    

    

    

    

    

東新部部長主題東新部部長主題東新部部長主題東新部部長主題    

「「「「E 人（イーヒト）になろ人（イーヒト）になろ人（イーヒト）になろ人（イーヒト）になろう！」う！」う！」う！」    

 
 



2 
 

 
2017-2018  

第 2 回東新部評議会 出欠一覧 

 
 
 
 

クラブ名 役職名 氏    名 出欠 代理出席者 議決権委任先

東京多摩みなみ 部長 伊藤　幾夫 〇

東京むかで 次期部長 神保伊和雄 〇

東京 直前部長 細川　　剛 〇

東京多摩みなみ 部書記 田中　博之 〇

東京多摩みなみ 部会計 石田　孝次 〇

東京世田谷 地域奉仕事業主査 小川　圭一 〇

東京むかで 会員増強事業主査 伊丹　一之 〇

東京 国際・交流事業主査 比奈地康晴 〇

東京コスモス ユース事業主査 松香　光夫 ×

東京 部選出代議員 細川　　剛 〇（重複）

東京まちだ 部大会実行委員長 後藤　邦夫 〇

東京コスモス 部大会準備委員長 松香　光夫 ×（重複）

東京むかで 20周年記念誌編集委員長 伊丹　一之 〇（重複）

東京むかで 部ヒストリアン 櫻井　浩行 × 議長 

東京 部ウェブマスター 長澤  山泰 〇

東京 メネット連絡員 細川　俊枝 〇

東京世田谷 エクステンション委員長 太田　勝人 〇

東京 部ＬＴ委員長 長澤　　弘 〇

東京 佐藤  茂美 〇

東京むかで 伊丹　一之 〇（重複）

東京多摩みなみ 部担当主事 小野　　実 〇

東京 会長 木村　光晴 〇

書記 長澤　山泰 〇（重複）

会計 小島　康良 〇

東京むかで 会長 城井　廣邦 〇

書記 鈴木　健彦 〇

会計 今井　武彦 〇

東京世田谷 会長 寺門　文雄 〇

書記 太田　勝人 〇（重複）

会計 小原　武夫 〇

東京まちだ 会長 後藤　邦夫 〇(重複）

書記 山田　スエ × 議長

会計 谷治　英俊 × 議長

東京コスモス 会長 松香　光夫 〇（重複） 権藤　徳彦

書記 権藤　徳彦 〇

会計 中移　庸介 〇 富樫紀代美

東京センテニアル 会長 申　　鉉錫 × 議長

書記 田附　和久 × 議長

会計 徐 　 鍾煥 × 議長

信越妙高 会長 福澤　系司 〇

書記 小林　明彦 × 議長

会計 小林　明彦 ×（重複）

東京多摩みなみ 会長 石田　孝次 〇（重複）

書記 田中　博之 〇（重複）

会計 深尾　香子 〇

部監事

2017.11.14現在
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2017-2018 年度  
第 2 回東新部評議会 プログラム 

日時  2017年 11月 18日（土）13：30～16：30 
会場  東京 YMCA山手センター 2階 101会議室 

司会  書記  田中博之 
1. 開会点鐘       部長     伊藤幾夫 
2. ワイズソング      一同 
3. 聖書朗読・祈祷      監事  佐藤茂美 
4. 部長あいさつ・報告      部長  伊藤幾夫 
5. 出席者（定足数）確認     書記    田中博之 
6. 議案審議      （議長）部長  伊藤幾夫 

① 2017-2018年度第 1回評議会議事録承認   書記  田中博之 
② 次々期部長・次期部監事候補者の指名、承認  指名委員長 細川 剛 
③ 2018-2019年度東新部役員承認    次期部長 神保伊和雄 
④ 2016-2017年度東新部部大会会計報告   部大会会計担当 石田孝次 
⑤ 信越妙高クラブの解散について    信越妙高クラブ 福澤系司 

会長  
⑥ 妙高高原ロッジさよならパーティーの開催  地域奉仕事業主査小川圭一 
⑦ 東新部部則等の改訂について       部長  伊藤幾夫 

7. 報告事項 
① 2017-2018年度東日本区第 2回役員会報告  部長  伊藤幾夫 
② 2017-2018年度東新部会計中間報告   会計  石田孝次  
③ 事業報告      各事業主査、委員長、専任委員 
④ 各クラブ報告      各クラブ会長 
⑤ その他 
⑥ 監事講評      監事  佐藤茂美 

監事  伊丹一之 
8. その他 
9. 東新部の歌         一同 
10. 閉会点鐘       部長  伊藤幾夫 

 
ワイズソング 

１．いざ立て   心あつくし    ２．歌えば  心ひとつに 
 手を挙げ  誓い新たに   ともがき ひろがり行きて 
 われらの  モットー守る          遠きも  近きもみな 
 ふさわし  その名ワイズメン  奉げて  立つやワイズメン 
 絶えせず  めあて望み   栄と      誉れ豊か 
 この身を  奉げ尽くさん          まことは 胸にあふれん 

国際聖句 

「父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべての人をひとつにしてください。彼

らもわたしたちの内にいるようにしてください。そうすれば、世は、あなたが私をお遣わしになったことを信じるよう

になります。」                   ヨハネによる福音書１７章 21 節 
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7～10 月部長活動報告  伊藤幾夫(東京多摩みなみ) 
 

部長主題「Ｅ人(イーヒト)になろう！」  
今期はとくに、エクステンション（新クラブ設立）に力を注ぎたいと思い、表記の主題を掲げました。 
「Ｅ人」とは、文字どおり「いいひと」の意味と「ＥＭＣを重点課題と考える人」をかけた造語です。 
7月にエクステンション委員会が発足し、8月から具体的な活動が始まっています。 
各クラブでも知恵をしぼって新入会員の獲得に努めてほしいと思っています。 
また、今期は、将来を担うユースを巻き込む活動をこころがけていきたいと思っています。各クラブ 
の例会やイベントなどに、ユースを招いて共に交流する機会を作ってください。  
第 1 回クラブ例会公式訪問  
7月 4日(火)から 7月 26日にかけて、全 8クラブを訪問しました。4(火)多摩みなみ、10(月)まちだ・コ

スモス、11(火)東京、13(木)センテニアル、18(火)むかで、21(金)世田谷、25(火)～26(水)信越妙高。それ

ぞれのクラブが良い伝統、特徴をもっていますが、中には会員の減少、高齢化で苦しい状況におかれて

いるクラブもあります。部としても、新たな展開を模索していきたいと思います。特筆すべきは、世田

谷クラブ例会での入会式（佐藤百合子さん）です。 
第 1 回部役員会・評議会開催     

7月 12日(水)第１回部役員会、7月 15日(土)第１回部評議会を開催しました。評議会では、部役員就任

式を行い、部長、事業主査および各クラブの活動方針、ならびに部予算・行事日程などを承認しました。

とくに、今期の重点目標を達成するために、エクステンション委員会を発足させました。委員長に太田

勝人さん(東京世田谷クラブ)、委員に会員増強主査の伊丹一之さん(東京むかでクラブ)と伊藤幾夫が選

任されました。出席は 30名でした。九州北部豪雨緊急支援募金として 21,444円をささげました。 
エクステンション委員会 
発足した委員会は、町田地域で始動しました。第 1回の会合は 8／2(水)、コスモスクラブ会長松香さん

のお宅で行い、町田地域に新クラブ設立の準備を開始することをまちだ、コスモス両クラブの了解を得

ました。これを受けて、8／14(月)まちだ、コスモス合同例会において、両クラブの会員の承認を得まし

た。第 2回の会合は 9／6(水)、第 3回は 10／4(水)に行われました。ここでは、新クラブ設立の趣意書

案など検討しました。11／6(月)には第 1回新クラブ設立準備委員会を開催。いよいよ新クラブの候補者

のリストアップが始まります。 
第 21 回東新部部大会 

10 月 14 日(土)13：00 より、東京 YMCA社会体育・保育専門学校および Well－Bにて開催しました。 
テーマは『ユースと“ボッチャ”で交流』。献金はＲＢＭのために 42,650円が捧げられました。参加者は 62
名。（詳細は別紙部大会報告をご覧ください） 
部 LT 委員会 第 1 回 9／7(木)、第 2 回 10／25(水)、第 3 回(予定)2018／2／7(水) 
今後の予定 
＊次期部役員準備会①   2018年 1月 27日(土)15:00～17:00 ＠南センター(経堂) 
＊第 2回クラブ公式訪問  2月の各クラブ役員会に訪問させていただく予定です 
＊4部(東新部､あずさ部､関東東部､湘南沖縄部)合同 EMCシンポジウム） 

2月 17日(土)13:00～16:30  ＠東京 YMCA山手センター 
＊東日本区 次期クラブ会長・部役員研修会 3月 3日(土)～4日(日)  ＠東山荘 
＊東京 YMCA妙高高原ロッジさよならパーティー（別紙議案書参照） 
             3月 6日(火)～8日(木) ＠東京 YMCA妙高高原ロッジ 
＊次期部役員準備会②   3月 17日(土) 15:00～17:00 ＠(未定) 
＊第 3回部役員会     4月 11日(水) 18:30～20:30 ＠(未定) 
＊第 3回評議会・次期クラブ役員研修会 4月 21日(土)13:30～16:30 ＠(未定) 
＊次期部事業･運営引継会  5月 19日(土) 15:00～17:00 ＠(未定) 
 
 
 



5 
 

第 21回東新部部大会報告 

部長 伊藤幾夫（東京多摩みなみ） 

10 月 14日(土)13：00 から、東京 YMCA 社会体育
保育専門学校にて、第 1 部、第 2 部を行いました。
第 3 部懇親会は東京 YMCA・Well－B で行いまし
た。参加者は 62 名。テーマは『ユースと“ボッチャ”で
交流』でした。第 1 部式典では、部長主題の「Ｅ人に
なろう！」を再確認しました。来賓の栗本東日本区理

事からEMCが強調されました。もうひとりの来賓の菅
谷東京 YMCA 総主事からは、YMCA の新しいロゴ
の紹介とポジティブネットのコンセプト「みつかる つ
ながる よくなっていく」の説明がなされました。東新

部役員の紹介のあと、各事業主査のアピールがあり

ました。出席の区役員として、榎本区会員増強事業

主任から EMC のアピール、進藤区国際・交流事業
主任から RBM のアピールがありました。続いて、細

川直前部長から前年度の事業表彰がありました。ま

たサプライズとして、利根川直前理事から田中博之さ

んに、国際ブースター賞（3名以上の入会を達成した
ワイズに贈られる賞）の発表と記念品が贈呈されまし

た。席上、RBMのために 42,650円の献金が捧げら
れました。 
第 2 部は、2020 年東京パラリンピック公式種目のボ
ッチャ競技を体験しました。桜美林大学健康福祉学

群谷内先生のゼミ学生 4 人がインストラクター役を務
めてくれました。東京 YMCA 社会体育・保育専門学
校の学生さん 3 人も加わり、ワイズとユースが共にボ
ッチャを楽しみました。 
第 3 部懇親会は、場所を Well－B に移動して行い

ました。ビュッフェスタイルの食事はごちそうで満た

され、和気藹々とした雰囲気でした。第 21 回東日
本区大会のアピールがホストクラブを代表して沼津

クラブ平野正文さんからなされました。また、大村

東日本区メネット委員長から、11／25(土)の「東日
本区メネットの集い」のアピールがありました。

午前中から食事の準備をしてくださった長澤

山泰さん（部ウェブマスター、東京クラブ）フ

ァミリーに感謝します。また、配膳、片付けな

どで東京クラブメネットのみなさんにお世話になり

ました。ありがとうございました。 

部大会実行委員長の後藤さん（東京まちだ）は当

日、体調の関係でご欠席でしたので、部長が代わ

ってご報告させていただきました。 

第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 
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議案審議 

 
ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 

2017-2018年度 
第 2 回評議会議案提案書 

第 1号議案 
提案年月日 2017年 11月 18日 

提 案 者 田中博之 

役 職 部書記 
 
議 案 名 2017～2018年度東新部第 1回評議会議事録認 
提案内容 2017年 7月 15日に開催された、2017-2018年度東新部第 1回評議会の議事録（別紙）を

承認願います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補足等  
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第第第第 1 号議案別紙号議案別紙号議案別紙号議案別紙  

2017-2018 年度年度年度年度    第第第第 1 回東新部評議会回東新部評議会回東新部評議会回東新部評議会 議事録（案）議事録（案）議事録（案）議事録（案） 
記録：東新部書記記録：東新部書記記録：東新部書記記録：東新部書記    田中博之田中博之田中博之田中博之 

 
＜日時＞2017年 7月 15日（土）13:30～16:25 
＜会場＞東京YMCA山手センター1階会議室 
 
＜出席者＞ 
部役員：伊藤幾夫部長、神保伊和雄次期部長、細川剛直前部長、田中博之書記、石田孝次会計、小川圭一地

域奉仕事業主査、伊丹一之会員増強事業主査、比奈地康晴国際・交流事業主査、松香光夫ユース事業主

査、後藤邦夫部大会実行委員長、櫻井浩行ヒストリアン、長澤山泰ウェブマスター、細川俊枝メネット

連絡員、太田勝人エクステンション委員長、長澤弘 LT委員長、佐藤茂美監事、伊丹一之監事、小野実

部担当主事 
クラブ代表：【東京】木村光晴会長、長澤山泰書記（重複）、小島康良会計【東京むかで】城井廣邦会長、鈴

木健彦書記、今井武彦会計【東京世田谷】寺門文雄会長、太田勝人書記（重複）、小原武夫会計【東京ま

ちだ】後藤邦夫会長（重複）、谷治英俊会計【東京コスモス】松香光夫会長（重複）、権藤徳彦書記、富

樫紀代実会計代理【東京センテニアル】徐鍾煥会計、【信越妙高】）福澤系司会長、【東京多摩みなみ】石

田孝次会長（重複）田中博之書記（重複）、深尾香子会計 
 
以上、議決権者総数（重複者を除く）34名中、現出席者 30名（重複者を除く）、委任状 4名、合計出席者

数 34名 
オブザーバー：東京世田谷クラブ・朝倉正昭 

 
＜議事＞ 
司会：田中書記 
1. 開会点鐘（伊藤部長) 
2. ワイズソング（一同） 
3. 聖書朗読・祈祷（小野担当主事） 
4. 部長引継式・部旗引継式 
伊丹監事の司式により、部長引継式が執り行われ、

部旗および部長印が細川直前部長から伊藤部

長に引き継がれた。 
5. 部役員就任式 
伊藤部長の司式により部役員就任式が執り行われ、

委嘱状が手渡された。 
6. 部長挨拶・所信表明 
・東新部が発足して 20 年の間、東新部会員数が半

減している。メンバー増強に向けて、柔軟な対

応、新しい展開を模索していきたい。 
・エクステンション委員会の働きに期待している。

ユースも大切にしていきたい。 
7. 定足数確認(田中書記)、評議会成立宣言(伊藤部

長) 
・現時点で、重複役職者を除く定数 34 名中、委任

状（4名）を含む出席者数 32名で定足数（過半

数）を満たしており、評議会は成立 
 
8. 議案審議 
議長：伊藤部長 
① 2016-2017年度第 3回評議会議事録承認（田中

直前書記） 
・ワークブック掲載の議事録案の説明が田中直前書

記から行われ、議事録案どおり、拍手を持って

承認された。 
② 次々期部長・次期監事候補者指名委員会委員委

嘱（細川直前部長） 
・指名委員会メンバー案の説明が細川直前部長（指

名委員会委員長）から行われ、原案（伊藤部長、

神保次期部長、佐藤、太田、伊丹元部長を委員

とする）どおり、拍手を持って承認された。 
③ 2018-2019年度部大会準備委員長委嘱（神保次
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期部長） 
・部大会のホストクラブを東新部細則・施行規則に

則り、東京コスモスクラブとし、準備委員長を

松香会長に委嘱することが提案され、拍手を持

って承認された。 
④ 2016-2017 年度会計決算報告（細川直前部長）

および同会計監査報告（佐藤監事、太田監事）  
・細川直前部長から、昨年度の会計決算についてワ

ークブック掲載の決算報告書に基づいて説明

が行われた。概要は次のとおり。 
・経常会計において、部大会の費用が、外部講師（演

者）の招へい等により予算をオーバーし、経常

会計は 67,483円の赤字となった。 
・この赤字分を特別会計から繰り入れ、経常会計の

収支をバランスさせた。これにより、次年度へ

の繰越金はゼロとなった。 
・特別会計においては、CS 事業費（東京むかでク

ラブのシニア YYY キャンプ支援）、ASF 事業

費（クラブ担当主事の区大会参加費補助、13名
分の入会費補助等を行った。次期への繰越金は

651.129円となった。 
・両監事からは会計決算報告は、適切かつ妥当であ

るという会計監査報告があった。 
・原案どおり、拍手を持って承認された。 
⑤ 2017-2018年度予算修正案（石田会計） 
・7月 1日付の会員数の確定（90名）および前年度

からの繰越金の確定等にもとづいた修正予算

案の提案があり、拍手を持って承認された。 
⑥ 東新部部則・施行細則一部改訂（櫻井ヒストリ

アン） 
・東日本区の事業内容に合わせ、東新部における事

業主査の担当を一部変更する提案があり、拍手

を持って承認された。 
 
9. 報告事項 
① 2016-2017 第 4 回東日本区役員会報告(細川直

前部長) 
・ワークブック掲載資料に基づいて報告が行われた。 
・次年度の次々期理事に十勝クラブ・山田ワイズが

指名された。 
② 2016-2017年度東日本区年次代議員会報告（細

川直前部長）  
・ワークブック掲載資料に基づいて報告が行われた。 

・東日本区定款改訂案が承認された。 
・2019年夏に開催される第 28回アジア太平洋地域

大会に、東日本区として開催地に立候補するこ

とが決定された。 
・第 22 回東日本区大会のホストクラブを東京サン

ライズクラブとすることが決定された。 
③ 2017-2018年度東日本区第 1回役員会報告（伊

藤部長） 
・ワークブック掲載資料に基づいて報告が行われた。 
・第 28 回アジア太平洋地域大会の開催地を仙台と

することが決定された。 
④ 2016-2017年度クラブ事業評価会報告（細川直

前部長） 
・東新部部長賞に東京クラブ、東新部部長特別表彰

に東京クラブ進藤ワイズ、東京むかでクラブ城

井ワイズに決定し、部大会で授賞する。 
・東新部 CS 支援事業は東京むかでクラブ（2016-

2017年度東新部第 3回役員会で 5万円の支援

金を贈呈済み） 
⑤ 部大会について（伊藤部長） 
・部大会の内容について説明があり、多数出席のア

ピールがあった。 
⑥ 東新部カレンダー（田中書記） 
・東新部カレンダーの最新版の案内が行われた。 
⑦ 事業報告（各事業主査、専任委員） 
・各役員から、部報 1号に掲載していないこと、追

加の事項について、報告、アピールが行われた。 
⑧ 各クラブ報告 （各クラブ会長ほか） 
・各クラブから、部報 1 号に掲載していないこと、

追加の事項について、報告、アピールが行われ

た。 
⑨ YMCAのブランディング（小野担当主事） 
・10月 1日にオープンとなる、日本のYMCAの新

しいロゴ等について説明が行われた。  
 
10. その他 
席上、九州北部豪雨についての献金が募られ、

22,444円が集められた。 
11. 監事講評 
12. 東新部の歌（一同） 
13. 閉会点鐘（細川部長） 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 
2017-2018年度 

第 2 回評議会議案提案書 
第 2号議案 

提案年月日 2017年 11月 18日 

提 案 者 細川 剛 

役 職 次々期部長・次期監事 
候補者指名委員会 委員長 

 
議 案 名 次々期部長・次期部監事候補者の指名、承認 
提案内容 次々期部長候補者： 

小川圭一（東京世田谷） 
 
次期部監事候補者： 
下記の 2名を指名いたします。 
細川 剛（東京）  （直前部長の任期を終えた者として） 
佐藤茂美（東京）  （部長経験者として、再任） 

 
補足等  
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 
2017-2018年度 

第 2 回評議会議案提案書 
第 3号議案 

提案年月日 2017年 11月 18日 

提 案 者 神保伊和雄 

役 職 次期部長 
 
議 案 名 2018～2019年度東新部役員承認 
提案内容 2018～2019年度の東新部役員を以下のとおり承認願います。 

 
部長          神保伊和雄 東京むかで 
次期部長 
直前部長        伊藤幾夫  東京多摩みなみ 
部書記         伊丹一之  東京むかで 
部会計         今井武彦  東京むかで 
地域奉仕事業主査    城井廣邦  東京むかで 
会員増強事業主査    村野 繁  東京世田谷 
国際・交流事業主査   比奈地康晴 東京 
ユース事業主査     松香光夫  東京コスモス 
部大会実行委員長    松香光夫  東京コスモス 
ヒストリアン      櫻井浩行  東京むかで 
ウェブマスター     長澤山泰  東京 
メネット連絡員 
ＬＴ委員長       長澤 弘  東京 
エクステンション委員長 太田勝人  東京世田谷 
監事          細川 剛  東京 
監事 
担当主事        星野太郎  東京むかで 
 

補足等 ・次期部長、監事（1名）は第 2号議案の審議に依る。 
・メネット連絡員は人選中 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 
2017-2018年度 

第 2 回評議会議案提案書 
第 4号議案 

提案年月日 2017年 11月 18日 

提 案 者 石田孝次 

役 職 部大会会計担当 
 
議 案 名 2017-2018年度東新部部大会会計報告 
提案内容 2017年 10月 14日に開催された、第 21回東新部部大会の会計報告（別紙）について承認願

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

補足等 本会計報告については、2017年 11月 8日（水）に佐藤監事、伊丹監事による会計監査を受

け、適正であることが確認されています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12

第第第第 4 号議案別紙号議案別紙号議案別紙号議案別紙 

2017年10月16日

部大会会計担当　石田孝次

東新部部長　伊藤幾夫

収　入 （単位：円)

項　目 実績金額 備　考

東新部経常会計からの支援金 80,000 補助金

部大会登録費 156,000 3,000円×52名分（62名－招待者2名－ユース8名）

お祝い 10,000 栗本理事より

合　計　（A） 246,000

支　出

会場費 15,000 社体専:5,000円、Well-B:10,000円

飲み物代（第1部） 2,097 お茶、紙コップ

軽食、飲み物代（第3部） 165,000 来賓､ユースを含め 2,500円×66名分(発注日現在の人数)　

ボッチャ用具使用お礼 13,000 桜美林大学、千葉YMCA 

交通費 10,000 桜美林大学学生交通費（2,000円×5名）

横断幕製作費 7,236 ハリウッド.E.C社

プログラム、出席者名簿等印刷費 0 内部で印刷

宅急便送料 3,000 ボッチャ用具送料（往復分）

雑費/予備費 1,126 ラインテープ代(856円)、振込代(270円)

合　計　（B） 216,459

収　支 差　引　（A-B） 29,541 東新部経常会計に繰り入れることとしたい。

なお、第1部にてロールバックマラリアへの献金を募り、42,650円が捧げられた。2018年2月に東日本区に送金する。

第21回東新部部大会収支報告第21回東新部部大会収支報告第21回東新部部大会収支報告第21回東新部部大会収支報告
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 
2017-2018年度 

第 2 回評議会議案提案書 
第 5号議案 

提案年月日 2017年 11月 18日 

提 案 者 福澤系司 

役 職 信越妙高クラブ会長 
 
議 案 名 信越妙高クラブの解散について 
提案内容 本年 2 月、一部会員から今期末をもって退会したい旨の意思表示あり、かつ次期役員の

人選もままならない状態に陥り議論を重ねていた 3月には、東京 YMCA妙高高原ロッジ

が来年３月末日をもって閉鎖することが決定された旨の連絡を受けました。 
当会設立の大きな柱は、妙高の地に東京 YMCA妙高高原ロッジが存在し、そのロッジを

サポートする事であり、小なりとは云え、YMCA サービスとして CS も兼ねて、宿泊者

増の為の各種イベント開催、芝刈り・花壇の造成管理・周辺部の草刈り・看板の修復など

全力を傾注してきました。 
種々の検討を重ねる中、2名が退会を表明する等当会を存続させることには困難性ありと

の結論に至り、会員の総意として、今年度末（6月末日）をもって解散する事としました。 
解散の承認をお願いいたします。 

補足等 別紙クラブ解散届を添付します。 
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第 5号議案別紙  
 

2017 年 11 月 18 日 
ワイズメンズクラブ国際協会 
東日本区 東新部部長 伊藤幾夫 殿 

 
ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 東新部 
信越妙高ワイズメンズクラブ 会長 福澤系司 

 
 
 

信越妙高ワイズメンズクラブ解散届 
 
 

本年 2 月、一部会員から 201617 年度末をもって退会したい旨の意思表示あり、かつ次

期役員の人選もままならない状態に陥り議論を重ねていた 3 月には、東京 YMCA 妙高高

原ロッジが 2018 年 3 月末日をもって閉鎖することが決定された旨の連絡を受けました。 
当会設立の大きな柱は、妙高の地に東京 YMCA 妙高高原ロッジが存在し、そのロッジを

サポートする事であり、小なりとは云え、YMCA サービスとして CS も兼ねて、宿泊者増

の為の各種イベント開催、芝刈り・花壇の造成管理・周辺部の草刈り・看板の修復など、

地域と共に歩む為のコンサートの開催など全力を傾注してきました。 
もちろん、CS としての地元障碍者施設の支援、東日本大震災支援など実施してきたもの

の、前述のとおり、東京 YMCA 妙高高原ロッジという当会の主要な活動対象がなくなる事

は大な問題である事に変わりはありません。 
その後も種々の検討を重ねる中、2 名が退会を表明する等当会を存続させることには困

難性ありとの結論に至り、会員の総意として、2017－18 年度末をもって解散する事としま

したのでお届けします。 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 
2017-2018年度 

第 2 回評議会議案提案書 
第 6号議案 

提案年月日 2017年 11月 18日 

提 案 者 小川圭一 

役 職 地域奉仕事業主査 
 
議 案 名 妙高高原ロッジさよならパーティーの開催 
提案内容 妙高高原ロッジの 2018年 3月末の閉鎖に伴い、同ロッジにゆかりの深い東新部の主催で

「さよならパーティー」を別紙の要領で開催したい。 
 

補足等  
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第 6号議案別紙 
東京 YMCA 妙高高原ロッジ・さよならパーティー（案） 

 
2017 年 11 月 8 日 

東新部地域奉仕事業主査 小川圭一 
 
日時：2018 年 3 月 6（火）～8（木）（予約済み） 
 
プログラム 

3 月 6 日（火） 長野駅集合 11：00 バスチャーター（片道） 
13:00 妙高高原ロッジ着 
オプショナルプログラム①を用意 

例：スキー、スノーシュー（散策）、室内イベント（歌、演芸など） 
くつろぎ 

3 月 7 日（水） （この日の夕方がメインプログラム「さよならパーティー」となります。 
この日から参加される方もいると思います。） 
（午前）オプショナルプログラム②を用意（①と重なる） 
（午後）    〃      ③  〃 
（夕方～）さよならパーティー 

妙高高原ロッジの歴史（年表：     作成） 
東京 YMCA 総主事 挨拶（今のところ、星野太郎副総主事出席） 
妙高高原ロッジの思い出（スライドショーもできたら） 
例：元東京目黒クラブ家族キャンプ参加者から思い出話など 
懇親会 

3 月 8 日（木）（午前） チェックアウト 
オプショナルプログラム④も用意 
13:00 バスチャーター 長野駅まで 

 
予算：東新部会計から 3万円の支出をお願いします。 

横断幕作成、ちらし、記念誌（手作り）印刷代等 
 
《今後の手順》 
１．11／8(水)第２回部役員会で原案検討 
２．11／18(土)第２回東新部評議会で承認。第１報を配布、募集案内。 

募集範囲：ワイズメン・メネット、妙高高原家族キャンプ参加メンバー等 
 
 
 
 
 



 
 

17

ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 東新部 
2017-2018年度 

第 2 回評議会議案提案書 
第 7号議案 

提案年月日 2017年 11月 18日 

提 案 者 伊藤幾夫 

役 職 部長 
 
議 案 名 東新部部則等の改訂について 
提案内容 ・これまで東新部評議会で承認された部則、施行細則の改訂を「東新部規定集、運営マニ

ュアル」に反映する作業が東新部 LT委員会にて行われた。 
・その際、併せて、「東新部規定集、運営マニュアル」全体のチェックが行われ、以下の

修正を行うことが提案された。 
・この提案どおりの改訂を行うことを評議会で承認いただきたい。 
・なお、部則等の改訂に関しては、部則第 17条第 3項に「部則、施行細則及び内規は部

評議会の議決を経て改訂することができる。改訂は、部長の発議により、部則検討委員会

を設置し、同委員会の作成した改訂案を部内各クラブに提示し、2か月以上の審議期間を

経た後の部評議会において審議決定し施行する。」とあるが、今回の修正は軽微な修正で

あることから、上記手順を省略し、今般の評議会での承認を持って発効することとした

い。 
 
部則 

・「部会」を「部大会」に変更する。・・・東日本区定款の改訂に合わせて、公式名称を

変更する。 
・収支決算書、監査結果の提出期限を、実態に合わせ、「次年度の第 2回部評議会」か

ら「遅くとも次年度の第 2回部評議会」に変更する。 
・句読点の修正 

施行細則 
・「メネット委員」を「メネット連絡員」に修正する。 
・「部会」を「部大会」に変更する。 
・句読点の修正 

東新部表彰に関する内規 
・「部会」を「部大会」に変更する。 
・「アジア地域大会」を「アジア太平洋地域大会」に修正する。 

東新ファンドに関する内規 
・CS資金、ASF資金徴収額の明示 

補足等 別紙に改訂対象の規定の全文を添付し、改訂箇所を示した。 
・下線部は 2016-2017年度第 2回評議会および、2017-2018年度第 1回評議会で承認さ

れた改訂箇所 
・□で囲まれた箇所が今回の改訂提案箇所 
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第 7号議案別紙 

東新部東新部東新部東新部    部則部則部則部則    

第１章 総 則 
 

第１条 名 称 
この組織は、ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 東新部（以下「部」という）と称し、主とし

て東京都及び新潟県を地域とする組織である。 
 

第２条 目 的 
部の目的は、部内各クラブ（以下「クラブ」という）が国際憲法及び東日本区定款に基づき、互い

に親しみ交わり、力を合わせて、その綱領と目的を成就させると共に、この運動を部内に拡張する

ために協力することにある。 
 
第２章 組織と運営 
 

第３条 部の構成 
部は、東新部に属するクラブにより構成される。 

 
第４条 部役員 
第１項 部役員の構成は、部長、次期部長、直前部長、部書記、部会計、部事業主査、部専任委員、

部特別委員会委員長及び部選出代議員とする。 
第２項 部役員の任務は、次の通りである。 

（1） 部長は、部の運営責任者として、部大会、部評議会、研修会、部役員会、部常任役員会

及び部長が必要と認めるその他の会合を招集し、議長を務めるなど、東日本区の定款に

従う。 
（2） 次期部長は、部長を補佐し、必要とされる時は部長の任務を代行する。 
（3） 直前部長は、次期部長と共に部長を補佐し、必要とされる時は部長の任務を代行する。 
（4） 部書記は、部運営に関する記録、連絡、報告、保管などの実務を通して部長を補佐する。 
（5） 部会計は、部運営に関する予算、収支、決算など会計全般の実務を通して部長を補佐す

る。 
（6） 部事業主査は、部長の指導により、担当事業部門の活動を推進する。 
（7） 部選出代議員は、部評議会と区の代議員会の構成員としての責務を負う。 

第３項 部役員は、前項の任務遂行に努めると共に、部大会、部評議会、研修会など部長が招集す

る会合に出席する。 
 

第５条 部役員の選出など 
第１項 部役員の選出に関する事項は、別に定める。 
第２項 部役員は、毎年 7月 1日に就任し、任期は 1年とする。 
第３項 ただし、専任委員は、7月 1日に就任し、任期は 3年とするが、再任を妨げない。 
 

第６条 部担当主事 
部担当主事は、関係 YMCA 総主事の指名に基づき、部長が委嘱する。部担当主事は、原則として

部大会、部評議会、研修会、部役員会などに出席し、YMCAとの協働関係促進のため、情報提供、

指導助言をする。ただし議決権は持たない。 
 

第７条 部大会 
第１項 部大会は、部長の招集により、部内クラブ会員の研鑚と親睦を目的として年 1回開催する。 
第２項 部大会のホストクラブは、部長の指導により、部大会開催のすべてを運営する。 
第３項 部大会のホストクラブは、部大会登録費及び部大会運営費をもって部会の一切を賄い、部
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大会終了直後の部評議会に遅滞なく会計報告を行う。 
 

第７条 部評議会 
第１項 部評議会は、部の立法機関であると共に、部の運営における最高の意志決定機関である。 
第２項 部評議会は、部長の招集により年間に 3回以上開催する。 
第３項 部評議会の評議員は、部役員及びクラブ役員（会長、書記、会計）の各 1名をもって構成

し、役職を兼務する場合でも行使する議決権は 1票とする。ただしやむを得ない事情の場

合、代理人の出席を認める。 
第４項 部評議会の議長は、部長がその任に当たる。 
第５項 部評議会には、部内クラブの出席義務者以外の会員も陪席できる。 
第６項 部評議会は、構成員の半数以上の出席をもって成立する。ただし評議会構成員であるクラ

ブ役員が評議会に出席できない場合は、議長への届出（委任状）をもって構成員でない同

一クラブの会員を代理出席者とすることができ、代理出席者も議決に参加できる。 
第７項 部評議会の議決は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が表決に加わる。 
第８項 部評議会の議決を要する事項は、次の通りとする。 

（1）部則の改訂、施行細則及び内規の制定、変更、廃止について 
（2）次年度の次期部長（次々期部長）を含む部役員などの選出及び承認について 
（3）部予算及び部費などの決定について 
（4）部の事業計画の決定について 
（5）部の事業報告及び収支決算報告の承認について 
（6）部役員会その他の協議機関からの提議、答申に基づく審議、承認について 
（7）特別委員会の設置について 
（8）その他、部長または部評議会が必要と認める事項 
 

第８条 研修会 
部長は、部役員やクラブ役員のリーダーシップを育成するための各種の研修会を主宰する。特に次

期クラブ役員研修会は、部長と次期部長が共同で主催し、第 3回部評議会に組み入れて行う。 
 
第９条  部役員会 

第１項 部役員会は、部長が必要と認める時に招集し、部の運営について審議する。 
第２項 部役員会の審議結果は、次の部評議会に報告し、承認を得る。 
 

第１０条部常任役員会 
第１項 部常任役員会は、部長が必要と認める時に招集し、部の当面する事項について審議する。 
第２項 部常任役員会は、部長、次期部長、直前部長、部書記、部会計をもって構成する。 

             ただし、必要に応じ、部長はこれ以外の関係者の出席を求めることができる。 
 

第１１条 その他の会合 
部長が招集して開催するその他の会合については、その都度部長が出席者を指名する。 

 
第１２条 部長公式訪問 
部長は、各クラブを年 2回以上（クラブ例会とクラブ役員会）、公式訪問をする。 
部長公式訪問に際しては、クラブ会長へ事前に日程を連絡する。 

第１３条 部報 
部長は、国際、区及び部内の情報をクラブ会員に伝達し、理解を促進するため、部報を年 2回以上

発行する。 
 

第１４条 部の財務 
第１項 会計年度は、毎年 7月 1日に始まり、翌年 6月 30日に終わる。 
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第２項 部の財政は、部費その他の収入をもって賄う。 
第３項 必要がある場合は、経常会計の他に特別会計（東新ファンド等）を設けることができる。 
第４項 部の収支予算は、部長が部評議会に諮り、承認を受ける。 
第５項 収支決算報告は、部監事の監査を受け、遅くとも次年度の第 2回部評議会に提出し、承認

を受ける。 
 

第１５条  部の監査 
第１項 部に 2名の監事を置き、部の運営（事業ならびに会計）に関し監査を行う。 
第２項 部監事は、部役員会及び部評議会に出席し、必要な助言を行なう。ただし議決権は持たな

い。 
第３項 部監事は、監査結果を遅くとも次年度の第 2回部評議会に報告し、承認を得る。 

 
第 3章 付 則 
 

第１６条 付 則 
第１項 この部則に定めのない事項については、東日本区定款の定めるところによるものとする。 
第２項 部の組織、運営について部評議会の議決を経て施行細則及び内規を制定することができる。 
第３項 部則、施行細則及び内規は部評議会の議決を経て改訂することができる。改訂は、部長の

発議により、部則検討委員会を設置し、同委員会の作成した改訂案を部内各クラブに提示

し、2か月以上の審議期間を経た後の部評議会において審議決定し施行する。 
 

1997年 2月 1日制定    
1997年７月 1日発効      
2003年 7月 1日改訂    

 2004年 4月 24日改訂 
2004年 7月 1日発効    

2005年 11月 19日改訂   
2005年 11月 19日発効   
2013年 4月 20日改訂 
2013年 7月 1日発効   
2014年 4月 19日改訂     
2014年 7月 1日発効    

2016年 11月 12日改訂 
2017年 11月 18日改訂  
2017年 11月 18日発効  
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東新部部則東新部部則東新部部則東新部部則 施行細則施行細則施行細則施行細則 

1 総 則 
（１） この細則は、部則を適正に運用するために定めるものである。 
（２） この細則の改定は、部評議会の議決による。 
 
2 役 員 
（１） 次年度の次期部長（当年度の次々期部長）及び次期部監事は、次々期部長・次期部監事候補者

指名委員会（以下「指名委員会」という）によって指名される。この委員会は、直前部長を委

員長として、部長､次期部長､部長経験者 3名、計 6名をもって構成する。 
（２） 前項の委員会により指名された次々期部長、次期部監事は、第 2回部評議会において承認を受 
    ける。 

部監事のうち 1名は、原則として前期において直前部長の任にあった者とする。 
（３） 次年度の部役員（部長、直前部長、次期部長及び部監事を除く、部書記、部会計、部事業主査、

部特別委員会委員長、部担当主事）は、次期部長が指名し、第 2回部評議会の承認を経て、次

期部長が任命し､担当年度に備える。 
（４） 次年度の部選出代議員は、第 2回部評議会において選出される。 
（５） 部は、部内に原則として次の事業部門を設け、事業の運営を各事業主査に委嘱する。 

① 地域奉仕事業 （CS、YMCAサービス、FF(HIV/AIDS） 
② 会員増強事業 （EMC、広報 PR） 
③ 国際・交流事業（BF、EF、TOF、IBC/DBC、UGP（RBM）、YES、JEF） 

    ④ ユース事業   （YEEP、STEP、YIA、YVLF） 
 

（６） 部専任委員は、部内の特定の業務に関して、専門的な知識と経験をもって遂行できる者とする。

東新部は以下の部専任委員を任命する。部専任委員の選出に関する事項は別に定める。その任

期は 7月 1日に就任し、その専門職の特性として 3年間とするが再任は妨げない。ただし、部

メネット連絡員はその任期を 1年間とする。 
① 部ヒストリアン      1名 
② 部ウェブマスター      1名 
③ 部メネット連絡員      1名 
④ 部 LT委員会委員長     1名 

（７） LT 委員会は、部のリーダーシップ・トレーニングを業務として、部内より 5 名の委員による

委員会を持ち、次期部役員・クラブ役員研修会、フレッシュワイズセミナーなどを主管する。

担当年度の会員増強事業主査は自動的に委員となる。 
（８） 部特別委員会は、部則第２章８条８項（７）の規定により設置することができる。 
     （例：部組織検討委員会、部則検討委員会など） 
 
3 部 費 
（１） 部費は、クラブ会員 1名につき、年額 3,600円とする。 
（２） 各クラブは、区の半年報による 7月 1日現在のクラブ会員数（クラブ担当主事を除く）に基づ

く部費を、部会計が指定する口座に、8月 31日までに納入するものとする。ただし、年度前半

（12月 31日まで）に新たにチャーターされたクラブは、1月 1日現在のクラブ会員数に基づ

いて、クラブ会員 1名につき 1,800円を 2月末日までに納入するものとする。 

 
4 部長クラブ公式訪問 
（１） 部長クラブ公式訪問における部長の例会・役員会における食事代は、訪問を受けたクラブにて

賄うものとする。なお同行する部役員等は､本人負担とする。 
（２） 部長クラブ公式訪問における、部長の遠隔地交通費は、部会計よりその全額を支給する。なお、

同行する部役員の遠隔地交通費は、部会計より半額を支給する。 
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5 部大会 
（１） 部大会は、原則として毎年 10月の第 2土曜日に開催する。 
（２） ホストクラブは、原則としてクラブチャーター順の輪番制で担当する。 
 
6 慶 弔 

（１） 部内のクラブ会員の結婚に際しては、祝電を送り部内の全クラブ会員一同の祝意を表

す。 
（２） 部内のクラブ会員またはその配偶者が死亡した時は、弔電により部内の全クラブ会員一同の弔

意を表わす。 
（３） 東日本区役員会の構成員が死亡した時は、弔電により部内の全クラブ会員一同の弔意を表わす。 
 

1997年 2月 1日制定 
1997年７月 1日発効 
2003年 7月 1日改訂 
2004年 4月 24日改訂 
2004年 7月 1日発効 

2005年 11月 19日改訂 
 2005年 11月 19日発効 

2013年 4月 20日改訂 
                       2013年 7月 1日発効 

2014年 4月 19日改訂 
2014年 7月 1日発効 

2017年 11月 18日改訂 
2017年 11月 18日発効 
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東新部表彰に関する内規東新部表彰に関する内規東新部表彰に関する内規東新部表彰に関する内規 

 
東新部は、部のワイズダム発展に良い働きと貢献をしたクラブまたは個人に対して表彰することができ

る。 
「表彰基準」 
 表彰種目 
  （1）総合出席率（クラブ） 
     （A）例会出席（メーキャップを含む） 
     （B）部大会・部評議会・研修会出席率 
     （C）東日本区大会・アジア太平洋地域大会・国際大会出席 
  （2）会員増加（クラブ） 
     （A）会員増加数 
     （B）会員増加目標達成率 
  （3）報告・返信率 
       区・部・部事業主査に対する返信率（半年報、部費、各種連絡・事業報告など） 
  （4）クラブブリテン発行・配布率 
  （5）クラブ事業実績 
     （A）地域奉仕事業 
     （B）会員増強事業 
     （C）国際・交流事業 
     （D）ユース事業 
     （E）メネット事業      
  （6）部大会出席率 
  （7）個人表彰 
     （A）クラブ会員入会者紹介数（ホームクラブ、他クラブを含む） 
     （B）お年玉切手シート収集数 
     （C）他クラブ訪問回数（部役員、区役員を除く） 
  （8）部長特別表彰 
 
   ※ 東新部クラブ事業報告評価会（部役員会）において、上記の事項を評価する。 
    ※ 上記事業報告の期間は、原則として前年度 5月 1日より本年度 4月 30日までに実施した事

業とする。 
   ※  発表は次年度の第 1回部評議会で行い、表彰は次年度の部大会で行う。 

2004年 4月 24日制定 
2004年 7月 1日発効 

2005年 11月 19日改訂 
 2005年 11月 19日発効 

2013年 4月 20日改訂 
                       2013年 7月 1日発効 

2017年 11月 18日改訂 
2017年 11月 18日発効 
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東新ファンドに関する内規東新ファンドに関する内規東新ファンドに関する内規東新ファンドに関する内規 
 

 東新部部則第１５条第３項に基づく特別会計として｢東新ファンド｣を設ける。 
１ 東新ファンドは、次の特定事項に限って東新部（以下「部」という）経常会計予算では支出できな

い出費に備えることを目的とする。 
  ① 災害救助などの部内各クラブに共通する不時の出費 
  ② クラブ設立支援の為の特別な出費 
  ③ その他、部の特別な事業に関する出費 
 
２ 東新ファンドの収入は、次の通りとする。 

①  部経常会計及び部 CS資金、部 ASF資金の年度決算において、その収支残金に相当額の余裕が

生じた場合は、その金額の一部を部評議会の決議により東新ファンドに繰り入れることができ

る。 
    1人当たりの CS資金徴収額は 1,250円、ASF資金徴収額は 250円とする。 
  ② 東新ファンドへの任意の寄付金があった場合は、これを東新ファンドに繰り入れる。 
３  経常会計の収支逼迫等緊急の場合は東新ファンドから経常会計への補填ができるものとする。ただ

し部役員会の承認を得ることを要する。 
 
４ 東新ファンドの管理は、次の通りとする。 
  ① 東新ファンドの資金管理は、部会計が行う。 
  ② 東新ファンド基金による事業の実施は部評議会の決議を要する。 

ただし、本内規１‐①による緊急の対応を必要とする場合で、部評議会の議決を得る時間が

ない場合に限り、部常任役員会の決議を経て１５万円を限度として実施することができる。

ただしこれについては、その後、直近の部評議会に報告し、承認を得ることを要する。 
2004年 4月 24日制定 
2004年 7月 1日発効 

2005年 11月 19日改訂 
 2005年 11月 19日発効 

2014年 4月 19日改訂 
2014年 7月 1日発効 

2017年 11月 18日改訂 
2017年 11月 18日発効 
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報告事項 

① 2017-2018 年度東日本区第 2 回役員会報告 

報告者：東新部部長 伊藤幾夫(東京多摩みなみ) 
日時：2017年 11月 4日(土)10:30～16:45 
場所：日本 YMCA同盟 2階 JRM会議室 
出席者：31名（議決権者 16名全員出席） 

                     司会：大川貴久（区書記） 
10:30～10:40 開会式  
10:40～11:25 区活動報告 
理事および 4事業主任の活動報告 
栗本理事の報告で、7／1付半年報 886 名だったが、11／1付現在で 907 名となった。また、国際

選挙権は 15 名以上のクラブのみ、国際憲法改正の投票権は全クラブにある。新クラブチャーター

は 5名から OKとなった。榎本博会員増強事業主任の報告で、各部のエクステンション委員会の進

捗状況の報告があった。 
 
11:25～12:30 各部活動報告 
       ７部の部長による活動報告 
（12:30～13:20 写真撮影・昼食・休憩） 
13:20～14:20委員会・専任委員等活動報告 
文献・組織検討委員会長：利根川恵子、LT 委員会委員長：北村文雄、JEF 委員会委員長：村杉克

己、メネット委員会委員長：大村知子、東日本大震災支援対策本部長：栗本治郎、ヒストリアン：

仙洞田安宏、ITアドバイザー：大久保知宏、トラベルコーディネーター：長澤山泰(欠席)、広報・

伝達(PR)専任委員：大川貴久、東日本区定款改訂委員会委員長：辻剛、YMCA関連 連絡主事：光

永尚生、東日本区事務所職員：小山憲彦、その他報告として、利根川恵子から①通訳発信機(ソニー

製)2台寄付あり、②前年度区会計報告(郵便投票)で承認された。 
 
14:20～14:30（休憩） 
14:30～16:30 議案審議・協議 議長：栗本治郎理事 
第 1号議案：2017～2018年度第 1回東日本区役員会議事録承認の件 承認 
第 2号議案：第 20回東日本区大会決算報告および余剰金 290,291円の扱い              
             埼玉 YMCAへ 150,000円、東日本大震災支援へ 140,291円 承認  
第 3号議案：第 21回東日本区大会(沼津)登録費承認の件 

メン 13,000円、メネット 10,000円、ユース 8,000円 承認 
第 4号議案：ワイズ読本購入費処理の件 
             1,000冊の費用 972,000円を JEFより拠出 承認 
第 5号議案：東日本区定款施行細則及び区事業委員会規則改訂の件 
             地域奉仕事業主任を地域奉仕･YMCAサービス事業主任とする。承認 
第 6号議案：2018～2019年度東日本区役員承認の件 承認 
第 7号議案：第 28回アジア太平洋地域大会準備金貸付の件 

開催日：2019年 7月 19日(金)～21日(日) 
開催場所：仙台国際センター 
JEFより 100万円の貸付を承認             

16:30～16:45 監事講評 監事：久保田貞視、鈴木茂 
16:45～17:00 閉会式       
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② 2017-2018 年度東新部会計中間報告 
 

東新部会計　石田孝次

収入の部

前期繰越金 0 0 0

部費 295,200 295,200 0 前期82名×3,600（除く担当主事8名）

クラブYVLF負担金 80,000 80,000 0 8クラブ

東日本区事業補助 145,000 145,000 0 10万円＋90名×500円（主事含む）

その他収入 0 0 0

特別会計から繰入 0 0 0

合計 520,200 520,200 0

支出の部

YVLF負担金 160,000 0 160,000 2万円×8クラブ

部長活動費 24,000 24,000 0 3名×8,000円

部役員活動費 30,000 28,000 2,000 15名×2,000円 14名×2,000円

部会関連事業費 80,000 80,000 0 部大会補助金

評議会・役員会費用 40,000 14,935 25,065 ※会場貸借料、お茶代

事務費 5,000 149 4,851 領収書用紙代

コピー・印刷費 5,000 0 5,000 各種大量印刷は内部で行う

通信費 5,000 870 4,130

部報作成費 5,000 0 5,000 内部で印刷

広報費 24,000 0 24,000

STEP派遣支援費 0 0 0

BF代表等受入費 10,000 0 10,000

セミナー等研修運営費 10,000 0 10,000

ユースコンボケーション支援費 10,000 0 10,000

信越妙高クラブ交通費補助 54,000 18,000 36,000 第1回評議会参加に伴う補助

信越妙高クラブ訪問交通費補助 42,000 36,000 6,000 部長公式訪問 18,000円(部長)＋9,000円×2名(同行者)

表彰費 10,000 12,300 ▲ 2,300 部大会にて記念品贈呈済み

寄付金 0 0 0

雑費 5,000 270 4,730 振込手数料

予備費 1,200 0 1,200

特別会計へ繰入 0 0 0

次期繰越金(収支残） 0 305,676 ▲ 305,676

合計 520,200 520,200 0

※内会場費立替え分2,000円11/8

　 現金引き渡し

【特別会計（東新ファンド ）】

収入の部

前年度繰越金 651,129 651,129 0

ＣＳ資金収入 102,500 102,500 0

ASF資金収入 20,500 20,500 0

その他収入 0 0 0

経常会計からの繰り入れ 0 0 0

合計 774,129 774,129 0

支出の部

新クラブ設立支援金 50,000 0 50,000

CS事業費 50,000 0 50,000

ASF事業費 20,000 0 20,000

クラブ入会費補助 60,000 6,000 54,000 ※※東京世田谷クラブ佐藤さん分

その他 0 0 0

経常会計への繰り入れ 0 0 0

次期繰越金 594,129 768,129 ▲ 174,000

合計 774,129 774,129 0

※※11/8当日役員会にて現金引き渡し

【経常会計、特別会計外の預かり金残高等】

22,444円東日本区に送金済み

経常会計口に預金として入金預かり中

小口現金として現物保管

=305,676+768,129+52,650-1,406

2017/10/31

【経常会計】

予算案備考予算案備考予算案備考予算案備考予算―実績予算―実績予算―実績予算―実績修正予算修正予算修正予算修正予算 実績実績実績実績 実績備考実績備考実績備考実績備考

2017-2018年度東新部会計中間報告(7/1-10/31)

東日本区に年度末に送金予定

信越妙高クラブ当年度東日本区への献金 

RBM献金(部大会)

九州北部豪雨支援金（第1回評議会）

10,000

42,650

0

2017-18年度より徴収を再開

手持現金

10月31日現在預金残高

▲ 1,406

1,125,049

合　計 52,650
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③ 事業報告 
【会員増強事業】 

会員増強事業主査 伊丹一之（東京むかで） 
Ｅ 新クラブ設立について 

1. 東新部エクステンション委員会 
・栗本東日本区理事からの要請に答えて、部にエクステンション委員会を設置。 
・委員長は太田勝人（東京世田谷）、委員は伊藤幾夫部長（東京多摩みなみ）、伊丹一之会員増強事業主

査（東京むかで）。任期は 2019年 6月までとし、継続する場合は 2018-19年度の評議会で決定する。 
2.（仮称）東京町田地域クラブ 
・東京都町田市と周辺地域をターゲットに、設立準備が進行中。 
・第 1回発起人会を 9月 6日に松香光夫宅で開催。第 2回発起人会を 10月 4日に同場所で開催。 
・11月 6日に第 1回設立準備委員会を開催。準備委員長は松香光夫、委員は今村路加、権藤徳彦、後藤

邦夫、谷治英俊、伊丹一之、神保伊和雄、太田勝人、伊藤幾夫。 
・スポンサークラブは、東京まちだクラブ、東京コスモスクラブが決まっているが、さらに募集中。 
3. （仮称）東京新宿クラブ 
・太田エクステンション委員長が早稲田教会の古賀博牧師、早稲田奉仕園の阿部千秋専務理事と面会。 
4. （仮称）新潟クラブ 
・太田委員長が 2度新潟を訪問。その他の人脈を辿ってアプローチ中。 
 
Ｍ 会員増強について 

1. 新入会員勧誘用三つ折りパンフレット作成 
・9月に各クラブ会長あてに、クラブ専用の「新入会員勧誘用パンフレット」制作を依頼。 
・10月の東新部部大会に、東京むかで、東京センテニアル、東京多摩みなみ、3クラブのパンフレット

が完成し、掲示した。 
・今後、早い時期に全クラブがパンフレットを製作、各会員が常時 3部程度を持ち歩いて宣伝に努める。 
2. クラブが総力を結集して、入会候補者リストを作成 
・各クラブが協議して、入会候補者を 5名リストアップ。 
・リストアップされた候補者に、紹介者、クラブ会長、会員増強委員長など、複数人で勧誘に当たる。 
3. 東日本区「インビテーション・キャンペーン」実施中 
・実施期間は、2017年 5月 1日～2018年 4月 30日。 
・対象は、自クラブ例会へのゲスト出席。例会出席＝20ポイント、入会＝100ポイント。 
・2018年 5月 10日締め切りで、申告用紙に記入して、部会員増強事業主査・伊丹まで報告のこと。 
 
Ｃ 維持啓発について 

1. 出席率を上げよう！ メーキャップの活用 
・自クラブ例会に欠席した時は、第二例会（役員会）、他クラブの例会に出席して、メーキャップする。 
2. 退会者をゼロにしよう 
・欠席会員には、例会でハガキに寄せ書きをして送り、絆を持ち続ける。 
・例会では、全員に発言の機会を持たせて、参加意識と充実感を得られるようにする。 
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４４４４部部部部(東新部、関東東部、あずさ部、湘南･沖縄部東新部、関東東部、あずさ部、湘南･沖縄部東新部、関東東部、あずさ部、湘南･沖縄部東新部、関東東部、あずさ部、湘南･沖縄部)合同ＥＭＣシンポジウム（案）合同ＥＭＣシンポジウム（案）合同ＥＭＣシンポジウム（案）合同ＥＭＣシンポジウム（案） 
 

                                 2017年 11月 4日 
                             東新部部長 伊藤幾夫 

東新部会員増強事業主査 伊丹一之 
                           東新部 LT委員長 長澤 弘 

 
 東新部では今期、私たちワイズメンにとって「ＥＭＣ」が最重要課題であるということを共に認識し

たいとの願いから、部長主題として「Ｅ人(イーヒト)になろう！」を掲げました。7月から部内にＥＭＣ

エクステンション委員会(太田勝人委員長)を組織し、新クラブ設立のリサーチを進めてきました。8 月

には町田地域に新クラブ発起人会が組織され、現在は新クラブ設立準備会として毎月会合を重ねており

ます。また、西早稲田地域にも具体的な動きを始めようとしています。 
 新クラブ設立と合わせて、各クラブの会員増強は不断の努力をもって進められることの重要性は言う

までもありません。 
 東新部では、近隣の関東東部、あずさ部、湘南･沖縄部のご協力を得て、「ワイズ候補者に、ワイズの

ことを理解してもらい、入会していただくにはどのようなことが必要か」について、各部の比較的ワイ

ズ歴の浅い会員から発題していただき、私たちワイズメンが共に気付き、学び、今後の「EMC」に生か

していきたいと願い、下記のようにＥＭＣシンポジウムを企画いたしました。多くのみなさんのご参加

をお願いいたします。 
 

記 
 
日時 2018年 2月 17日(土) 13：30～16：30 
会場 東京ＹＭＣＡ山手センター 
主催 東新部 
協力 関東東部、あずさ部、湘南･沖縄部 
協賛 東日本区、東日本区ＬＴ委員会    
 
《プログラム（案）》        司会：東新部会員増強事業主査 伊丹 一之 
１．開会あいさつ・趣旨説明                     10分 
２．ワイズメンズクラブ会員増強の展望                20分   
                東新部部長 伊藤幾夫 
                東新部エクステンション委員長 太田勝人 
３．ＹＭＣＡポジティブネット「みつかる。つながる。よくなっていく。」 20分 

            東京ＹＭＣＡ総主事 菅谷淳さん 

           （休憩）                   10分 

４．若手会員パネリストによる発題と参加者議論 各部から 1～2名選出  80分 
  （候補者）関東東部  （     ） 
       東新部   （     ） 
       あずさ部  （     ）  
       湘南・沖縄部（     ） 
まとめ、ＥＭＣ宣言唱和                       10分 
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【国際・交流事業】 
国際・交流事業主査 比奈地康晴（東京） 

まず、東新部としての国際・交流事業としては、際立った事業の企画、実施がなかったことをお詫びい

たします。以下、担当関連の報告を簡単にさせていただきます。 
 
1) RBM 
 既に報告されておりますが、国際本部において 2020年まで再延長された RBM（Roll Back Malaria/
マラリア撲滅キャンペーン）に関連しまして、昨年来東新部としても重点課題と１つとしており、  先
に行われた第２１回東新部大会における参加者の皆さんへの献金をお願いいたしました。その結果、総

額 42,650円（蚊帳 53張り相当）をいただくことができ、今年度末までの目標を 200張までとしており

ましたが、昨年度の部大会での献金相当数の 170張と併せて、223張となり、目標額を達成いたしまし

た。皆さまの御協力を感謝するとともに、国際本部としても、UGP(Unified Global Project/統一的世界

プロジェクト)として強力に推し進めておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 
 
2) BF代表の選考 
 進藤東日本区国際・交流主任から既にご連絡をいただいておりますが、2018-2019年度の BF代表の

割り振りが以下のようになっているとのことですので、これも再掲いたします 
  
 ①アジア太平洋地域からの BF文化交流代表（２コース） 
  a) プログラム番号 BF18/19-02 
       派遣地域：アフリカ（ザンビア・ウガンダ） 次期：2018年 4月(1ヶ月) 
   目的：クラブ訪問、地区大会、例会参加 

b) プログラム番号 BF18/19-03 
   派遣地域：韓国 次期：2018年 7月または 9月(2週間)  

   目的：クラブ訪問、地区大会参加 
  ＊国際本部からの補助金の上限は約 30万円の実費。 
 
 ②アジア太平洋地域からの 2018年韓国麗水国際大会参加代表（地域で４名） 
  参加経費補助として、約 5万円を支給。 
●応募は以下のサイトへの各自による直接応募で、締め切りは、１２月３１日 
 https://form.jotformmeu.com/70411594711350    

なお、東日本区事務局に問い合わせも可能とのことです。 
３）今後の関連事業に対する各クラブでの対応へのお願い。 
 
 国際・交流事業関係の強調月間が以下のようになっておりますので、各クラブでの各献金への呼びか

けを含めまして、周知・確認をよろしくお願いいたします： 
 
 2018 年 1月：IBC/DBC 
          2月：TOF 
     3月：BF 
          5月：EF 
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【ユース事業】 
ユース事業主査 松香光夫（東京コスモス） 

 
◆今年の AYC（第 27 回アジアパシフィックエリア・ユースコンボケーション）は７月 19 日

〜23 日タイのチェンマイにて開催されました。参加者による報告会が 11 月 11 日に行われま

した。筆者はどちらにも参加しませんでしたので、要領を得ませんが、関心をお持ちの向きは

松香までお問い合わせ下さい。情報をお知らせしたいと思います。 
◆来年は、アジア太平洋地域の集まりでなく、国際規模の IYC（国際ユースコンボケーション）

となりますが、開催地は韓国ですので参加しやすいでしょう。2018 年 8 月 6〜18 日に開催さ

れると言うことですので、ユース派遣予定のクラブはご用意下さい。 
◆9 月 8〜10 日、東京 YMCA 山中湖センターで、ユースボランティア・リーダーズフォーラ

ム（YVLF）が開催されました。主題は、「今ユースボランティアリーダーに求められること」

でした。全国から、30 余名のユースが集まる集団研修で、それを支援するワイズメンも出入

りがありますが、30 名ぐらいでした。私が参加したのは半分ほどでしたが、積極的に参加す

る若者にとっては、比較的短時間に集中した効果的な研修で、良い絆が生まれているように感

じました。ワイズメンは支援に徹し、１回の手づくり昼食の提供以外は運営に携わる面はあり

ませんが、若者が短期間に成長する様子が感じられます。３日間のフォーラムですが、１日で

も２日でも参加してみることをお勧めします。 
◆記憶に新しいところですが、10 月 14 日には東新部の部大会が開催されました。この大会で

は 2020 年東京パラリンピックの正式種目であるボッチャ競技をとおして、ユースのリーダー

シップの涵養をはかることとワイズとユースの交流を目指して、桜美林大学関係者の協力を

得て、「ボッチャ体験」が組み込まれて好評でした。この事業は東日本区の支援対象になり得

ると言うことで、支援申請中です。 
◆メンバーの高齢化の進むクラブにあって、ユースに対する活動支援や、ユースの活動成果の

例会などへの取り込みは、色々な機会に行えると良いと思います。事例についての情報もお知

らせ下さい。 
 

【メネット事業】 
メネット連絡員 細川俊枝（東京） 

１． 東日本区メネット委員会記録 

   第 1回メネット委員会 7月 5日（水） 日本 YMCA同盟 2階会議室 
① 本年度の事業についての報告 
「国際プロジェクト」：イタリア、シデルノの「早く学び、賢くなろう」 
「国内プロジェクト」：YMCA施設へ絵本を贈る運動 … 2018年 6月中旬発送予定 

東日本大震災支援       …  被災地子供サッカーへの支援他   
② 「メネットのつどい」について 

11月 25日（土）横浜中央 YMCA 
講師：小野史郎:クイリングのお話とワークショップ         

 第 2回メネット委員会 10月 25日（水）日本 YMCA同盟 2階会議室 
① 「メネットのつどい」の打合せ 

11月 25日(土)  11:00~15:30 場所：横浜中央 YMCA 4F会議室 
 講師：小野史郎 「クイリング 知って、作って、楽しんで！」 
          （お話とカード作り） 
絵本献金の為のプチマルシェ（ご当地自慢の品物）の開催 

② メネット献金について:献金の締め切りは、2018年 2月 15日 
③ 東日本区沼津大会「メネットアワー」について 

講師：上藤美紀代（ヴォイスセラピー実践研究所） 
   声のセラピー、声の出し方、読み聞かせなどのお話 

２．東新部部大会 

  
メネット出席者:磯田幸子.黒岩美彌子.郡山偕子.菅谷一江.長澤真紀.細川俊枝.松本倫子 

(東京クラブ)田中直美(東京多摩みなみクラブ) 
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【東新部 20 周年記念誌編集委員会】 
委員長 伊丹一之（東京むかで） 

 
 

 
 
 
 

東新部20年誌編集委員長  伊丹一之

クラブ 執筆依頼 原稿 写真 備考

東京 比奈地康晴 エクセル、16-17途中未着

東京むかで 土井宏二 伊丹撮影

東京世田谷 岩崎弘 ワード、16-17なし 2枚

東京目黒 村野繁 ワード、2007-2017 2枚 完了

東京南 中村周三（08-09） 田中博之氏に依頼

東京まちだ 後藤邦夫

東京コスモス 権藤徳彦 ワード、2007-2017 5枚 本文少ない

東京センテニアル 申鉉錫 田附主事に依頼

信越妙高 福澤系司 ワード、16-17なし 未着

東京銀座 吉田紘子（ＣＭ）

東京白金高輪 小林義彦（14-15） ワード ビッグバンド伊丹撮影

東京多摩みなみ 石田孝次

部長

2007-2008 堀井堯 ワード 部会集合 完了

2008-2009 後藤邦夫

2009-2010 田中博之

2010-2011 権藤徳彦 ワード、 本文少ない

2011-2012 大中誠 田附主事に依頼

2012-2013 目黒勝彦 田中博之氏に依頼

2013-2014 佐藤茂美 ワード 写真は伊丹に依頼受け 本文完了

2014-2015 太田勝人 ワード 顔とバナー

2015-2016 伊丹一之 ワード 原稿中に写真入り 完了

2016-2017 細川剛

その他

2014-2015 太田勝人 銀座、白金高輪が解散に至った経緯

EMCシンポジウム 録音有り 伊丹撮影 テープ起こし必要

目次 伊丹一之 不要

ご挨拶

歴代役員一覧 田中博之 不要

規定集 長澤弘 部則、細則 不要

表紙

東新部20年誌 原稿入稿状況

2017年11月5日現在
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【ウェブマスター】 
ウェブマスター 長澤山泰（東京） 

 
「部ウェブマスターからのお願い！」 
 
東新部ホームページ（以下ＨＰ）とメーリングリスト（以

下ＭＬ）を担当しています 
 
【ＨＰ】 
現在、ＨＰは月に数回の更新作業を行っています。 
ＨＰの機能として、部大会、評議会等各行事内容＆

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、部則、内規、ＣＳ支援金申請書、部費請求

書などの各種フォームを始め、東新部の歌も掲載し

ており、便利なサイトとなっています。 
 
＜ＨＰ構成＞ 
・部長のひとこと＆アピール（部長通信）  
・部書記よりの連絡事項  
・部役員＆ひとこと  
・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  
・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・行事等の情報他何でも）  
★部長へのお願い！  
部長通信発行、ひとこと＆アピールをお寄せくださ

い。  
★事業主査（地域奉仕、会員増強、国際交流、ユー

ス）、メネット委員へのお願い！  
連絡・報告・アピール等の情報発信をお願いしま

す！  
★各クラブ書記へお願い！  
ＨＰに各クラブ発行ブリテンのバックナンバーをリンク

しています。  
毎月のブリテンを添付メールにてお送りください。メー

ルが出来ない場合は郵送で構いません。  
部カレンダー(yahoo)への例会日、行事予定等の入

力を適宜行ってください！  
ID: tohshinbu パス：351009  
★部役員を始め、メンバー全員へお願い！  
掲示板への投稿をぜひお願いします！  
ワイズ運動、部の交流活性化のためにも掲示板を有

効に利用してください。 
投稿はワイズ関連であればどのような内容でも構いま

せん。 
東新部ＨＰ→http://www.jep.org/tohshin 
これまでＨＰにアクセスをした事が無い方は、ぜひア

クセスをしてください。 
上記に関する原稿＆写真等は長澤までメールにて

お送りください。送付先 nagasawa@jep.org  
 
【ＭＬ】  
■ML（メーリングリスト） 
新年度入りの7月1日に下記の設定を行いました。 
◆部常任役員：bu2017ysjonin@jep.org 
（送信先：部長・書記・会計・直前部長・次期 
部長） 
◆部役員：bu2017ysyakuin@jep.org 
（送信先：部長・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・部メネット連絡員・部監事） 
◆クラブ会長：bu2017yskaicho@jep.org （送 
信先：部役員及びクラブ会長） 
 
HP と部内メーリングリストの活用を是非ともお 
願いいたします。 
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【エクステンション委員会】 
委員長 太田勝人（東京世田谷） 

 
７月開催の第１回評議会にてご報告しましたように、エクステンション委員長として次の３つの地域に

て新クラブを設立すべく、行動しています。 
 
１．「(仮)東京町田地域ワイズメンズクラブ」 

① 「第２回発起人会」を 10/4松香宅（東京コスモス）にて開催 
② 設立趣意書の作成（権藤徳彦氏の草稿を検討、改良） 
③ メンバー候補者推薦名簿を提出 
④ スポンサークラブ：東京まちだ、東京コスモス、他のクラブと交渉準備中 
⑤ 広報：東新部、東日本区への進捗状況報告 
⑥ 設立準備資金：必要経費を積算し、予算案を作成 
⑦ 会員候補者：太田より１名、松香さんより１名、権藤さんより６－７名 
⑧ 役割分担：準備委員長：松香、委員：後藤、谷治、今村、権藤、伊丹、神保、太田、伊藤、石田、

田中 
⑨ 「第１回準備委員会」：11/6松香宅にて開催 
⑩ 「第 2回準備委員会」：12/6松香宅にて開催予定  

 
 特に松香さんは打ち合わせの会場としてご自宅の居間を無料にて使わせて下さり、大変助かっていま

す。この場をお借りしてお礼申し上げます。 
 
２．「(仮)東京新宿ワイズメンズクラブ」 

① 太田が８月に早稲田教会古賀牧師、並びに早稲田奉仕園阿部専務理事に面会し、目的 
  を話して、ご支援をお願いしました。 

② 太田が８月東京ＹＭＣＡ夏祭り開催を機会に、菅谷総主事に面会し、ご支援をお願い 
  しました。 
 
３．「(仮)新潟ワイズメンズクラブ」 

①  長野クラブ湯田氏の人脈を伺って、今まで２度新潟市を訪問して新クラブ設立の可能性を求め

た（敬和学園理事長、聖新潟教会牧師）。 
②  信越妙高クラブ福澤会長の人脈、和歌山クラブ神谷氏の人脈を伺って、リサーチしていますが、

残念ながらまだまとまっていません。 
 
４．私事ですが、９月に入院、手術をして暫くワイズの活動が出来ませんでした。この間伊藤部長、田

中書記はじめ役員の皆様、とりわけ伊丹会員増強事業主査には色々とカバーして頂き、感謝に耐えませ

ん。厚くお礼申し上げます。 
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【LT委員会】 
委員長 長澤 弘（東京） 

 
 

9 月 7 日及び 10 月 25 日にＬＴ委員会を開き協議し以下の件について実施することとしたので報告す

る。（出席者：伊藤、伊丹、櫻井、太田（9月 7日のみ）各委員及び長澤） 
 
１．東新部規定・マニュアル集の改訂について 
昨年度第 2回評議会及び今年度第 1回評議会で承認された部則の改訂等にもとづき、下記について東新

部規定・マニュアル集を改訂した。内容は東新部ホームページに変更箇所を朱筆してアップする。印刷

物は第 3回評議会で配布する。 
１）２０１６～１７年度第 2回部評議会議案で、各クラブの部評議会の評議員を会長、副会長、直前会

長、書記、会計の５名から会長、書記、会計の 3名としたこと。 
２）同上議案で次期クラブ役員研修会を、第 3回部評議会に組み入れて行うこととしたこと。 
３）２０１７～１８年度第 1 回評議会議案で、東新部部則細則を改め、地域奉仕事業、会員増強事業、

国際交流事業、ユース事業の担当事項を区事業主任の担当に合わせて変更したこと。 
４）同上議案で、２０１３～１４年度に暫定的に期限を設けて免除していた東新ファンド向けＣＳ資金

（1250円）及びＡＳＦ資金（250円）の各クラブからの徴収を復活したことにより東新ファンドに関す

る内規を変更したこと。 
５）部会を部大会としたこと。 
６）アジア地域大会をアジア太平洋地域大会としたこと。 
 
２．ＥＭＣシンポジウムの実施について 
１）２０１８年２月１７日に実施する。 
２）東新部主催、関東東部、あずさ部、湘南・沖縄部協力の４部合同のシンポジウムとする。 
 
３．今後の予定 
１）次期役員準備会その１ ２０１８年１月２７日 南センター 
２）次期役員準備会その２ ２０１８年３月１７日 南センター 
３）次期クラブ役員研修会 ２０１８年４月２１日 （第３回評議会に繰入れて行う。） 
４）部事業・運営中間引継会議 ２０１８年５月１９日 山手センター 
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④ 各クラブ報告 
【東京クラブ】 

会長 木村光晴 
Ⅰ 例会 
・７月例会キックオフナイト 7 月 1１ 日 東陽町センター 出席 37 名（メン 19メネット 8 ゲ ス

ト 10）  
・８月サマーウエルネス例会 8 月 19日～20日 山梨県石和温泉ホテル君佳 出席 22名 （メン 14メ

ネット 7 ゲスト １） ゲストスピーカー 仙洞田安宏ワイズ（甲府クラブ）「教会堂を守った写真展」 
・９月例会ワイズ理解ナイト 9 月 12 日 東陽町センター 出席 35 名（メン 20メネット 6 ゲ スト

6ビジター3）講演 大村美佐子氏 ｢子供食堂｣の活動内容紹介 
・10 月例会 EMC ナイト 10 月 11 日 東陽町センター 出席 31 名（メン 23メネット 8 ）担当主

事 松本数実「ＹＭＣＡの組織とブランディング」 
 
Ⅱ 役員会 
・７月役員会 7 月 18 日 富士見町教会 出席 15 名  
・８月役員会 8 月 15 日 富士見町教会 出席 16 名 
・９月役員会 9 月 19 日 富士見町教会 出席 16 名  
・10 月役員会 10 月 17 日 富士見町教会 出席 15 名  
 

 その他  
・本間夫妻を囲んで昼食会 7月 6日 銀座青百合飯荘 参加 15名（メン 8名、メネット 3名、ゲス

ト 4名） 
・比奈地直前会長、松本直前メネット会長、細川直前東新部部長、ご苦労さん会 7月 29日 霞が関シ

ーボニア倶楽部 参加 27名（メン 18、メネット 9） 
・赤ジャンで歩こう、9月 30日 東京築地ウォーキング  参加 16名  
 
Ⅲ ＹＭＣＡの行事に参加 
・東京 YMCA 夏まつり 8 月 26 日 東陽町センター 参加 21名（メン 13 メ ネット 7コメット 
1）  

・第 ３０ 回ユースボランティア・リーダーズフォーラム 9 月 ８ 日～10 日 山中湖センター 参加 1 名  
・第 31 回 東京 YMCAチャリティーラン 9月 23日 木場公園 参加 8名（メン 6名、メネット２） 
 
Ⅳ 他クラブ例会等に参加 
・第１回東新部評議会 7 月 15 日 東京ＹＭＣＡ山手センター 参加 7 名  
・第 27回アジア太平洋地域大会 7月 21 日～23日 チェンマイ、エンプレス・コンベンションセンタ

ー 参加 10名（メン 8 メネット 2）  
 ・第 20 回東新部部大会 10 月 14 日  東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校  
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【東京むかでクラブ】 
会長 城井廣邦 

7 月からスタートしたＮＥＷむかで 
  
今年、城井が会長に就任して「未来を考え、今を行動する」を基本に、全ての活動が未来へつながるよ

うに考えて会長職をつとめて来ました。正しい判断をする、一人よがりにならないように配慮する。 
まず東新部各クラブ訪問を実践しました。また、ユースボランティアリーダースフォーラムにも出席し、

リーダー達が今何を考えているのかを知りたいと考えました。 
8月 14日～16日に野尻学荘キャンプ地でむかでファミリーキャンプを実施。 
野尻学荘のキャンパー達と一定の距離を置きながら見守りました。私達むかでのメンバー以外に一般の

方々にも声をかけ、むかでの活動への理解を深める機会となりました。また、神戸ポート山田ワイズ、

大野西日本理事にも参加頂き大いに盛り上がりました。 
「津波の教え石」プロジェクトは石巻市荻浜中学校「はまなす学習」に参加して 1年 6ヶ月以上になり

ます。16名の生徒と正面から向き合って津波の教え石の意味を考えメッセージづくりに挑戦、そしてデ

ザインまで一緒に考えてきました。7月 6日生徒全員でメッセージのレタリング。そして、9月 8日に

字彫り体験験までしました。 
そして、10月 28日「津波の教え石」は立派に建立でき多くの人たちに参列頂き除幕式を無事終える事

ができました。 
ここまで来られたのも石巻広域ワイズメンズクラブのサポートがあればこそと考えます。広域ワイズの

皆様と交流を深められた事に心より感謝しております。 
清水ワイズの素晴らしい働きぶりには驚きです。 
昨年から始まった「子ども食堂」への支援は鈴木書記を中心に今井ワイズ、長谷川ワイズ、神保ワイズ、

吉田紘子ワイズが参加してまいりました。 
毎月定期的に訪問しております。 
8 月の夏祭りに出店してかき氷の販売。チャリティーランに高津ワイズ、吉田紘子ワイズがスタッフと

して参加するなど活動は一人ひとりの思いとともに広がっているように思います。 
私達のワイズ活動が意味を深め活発化するよう、卓話者についても幅広い人材に声をかけお願いしてい

ます。 
10 月の卓話者は新しい営業手法で実績を生んでいる住宅営業コンサルの福浦さん。11 月は生活のデザ

インで多くのヒット作品を生んでいる飯坂デザイナーに卓話をお願いしています。どうしたら会員を増

やすことができるか、あらゆる方法でアプローチを始めています。良きメンバーが増えることを願い一

歩一歩進んでいます。 
 
新年度になって早 4半期が過ぎ、部長方針としての『E人（イーヒト）になろう！』との呼びかけに

如何に対応するうちに、時間ばかりが過ぎて往くもどかしさを覚えています。 
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【東京世田谷クラブ】 
会長 寺門文雄 

 
1. YMCA南センターバザー支援  －若きリーダー達と共に－ 

世田谷クラブは東京 YMCA南センターを支援する場が与えられている恵まれたクラブであること

に感謝しています。 
10月 29日（日）、恒例となったバザーを初の試みとして、リーダーOB達が参加して企画・運営

され、ワイズが全面的に応援しています。 
今年は、様々な団体で行われているイベントで発生している O157食中毒管理面の対策に苦心し

ており、バザーの収益面での柱としての餅つきなどに制約があり、メニューの開発に悩まされてい

ます。他クラブで良い策があればお教え頂きたいと願います。 
なお、夏・冬の野外キャンプに奉仕されたリーダー報告会やクラブ例会の卓話者として見事な活

動報告をされ、社会に巣立っていく彼等にエールを贈る役割を担っています。 
 

2. 地域高齢者支援活動 
南センターを会場として、『すずらん会・童謡唱歌を歌う会』を第 4金曜日に開催しています。地

域の老人を中心とした 40名程が集まり、ボランティア・ピアニストの伴奏、小川圭一さんの名調子

の司会により、すっかり若かりし頃に戻り、楽しまれる姿に感動しています。やはり、高齢女性の

参加者が 9割に及び、独居男性の参加を期待していますが、なかなか難しい様です。 
世田谷社協の支援を受けてはいますが、地域に根付いた高齢者福祉活動として、クラブの大切な

活動として定着しています。 
 

3. 世田谷区・生活支援 NPO等福祉団体協議会への参加 
9月 21日（木）、第 1回全体会が砧総合支所で開かれ、世田谷クラブとして参加しました。協議

会は、世田谷区の約 20の NPO団体が集まり、地域における住民同士の繋がりが疎遠になりつつあ

る中で、NPO団体間の連携を深め、公共サービスを補完する役割を願って、世田谷社協の支援のも

とに設立され、私たちはその趣旨に賛同して参加することとしました。 
これらの地域活動を通して、一人でも多くのメンバーと交わりを深め、YMCA運動の支援団体よ

してのワイズメンズクラブをアピールし、賛同者を集める「きっかけ」となり、地域奉仕が出来れ

ば良いと願っています 
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【東京まちだクラブ】 
副会長 谷治英俊 

 
「町田で”いいひと〈E人〉になる“素敵な呼びかけ」最強の仲間を語る」 
後藤会長の健康回復あいさつは、次の時代担う、東京町田地域にワイズ新クラブを！！ 
東京まちだクラブの皆様へ東京町田地域での、ワイズ新クラブの設立準備が進んでいます。 
まちだクラブの皆さんの知人、友人などの若々しい 優秀な人材を、是非ご紹介ください。 
皆様の紹介が町田 YMCAの力となって町田地域の活躍が進展していきます事を夢見ています。 
町田 YMCA の更なる発展継続を担いこの地域に展開おける更なる奉仕活動の進展を求めて、この町田地域

における第 3番目のワイズメンズクラブの設立を進めようと気運が近年になって盛り上がり、ワイズ東日本区東新

部のエクステンション委員会（委員長 太田勝人：世田谷クラブﾞ）を中心土台として、東京まちだクラブ、東京コス

モスクラブﾞも万全の協働体勢を整えて、新クラブﾞ設立のための発起人会が 9 月 6 日、東京コスモスクラブ松香

光夫会長宅において開催されました。 
そして 10 月 4 日、前回と同じ松香会長宅において第 2 回発起人会が開催されました。東京まちだクラブﾞから

は後藤会長、谷治が出席し、東京コスモスクラブからは、松香会長、権藤ワイズが、東新部から東京むかでクラ

ブﾞの伊丹直前部長・会員増強主査、神保次期部長がご出席くださり、さらには、新クラブﾞ発足早々の東京多摩

みなみクラブﾞ会長石田孝次ワイズ、伊藤幾夫東新部長に出席いただき、やる気溢れた 8 名の勢揃いでの協議

が続けられました。会合では、前回の協議に基づき、町田地域「新クラブ設立趣意書」文案の提出を受けて検討

を行いました。 
皆でこれを読んで評価とおよび、入会勧誘いにも使える案内冊子・資料も用意することが、また、町田地域社会

奉仕に何をアピールするのか？など、文案が次回準備会に用意されることになりました。なお、今後、新クラブの

会員募集を実際に開始するまでには、色々な準備が続けられなければならないことを皆様で確認し、次回の準

備会の 11 月６日（月）18時を決定しました。各クラブにおいても続けて話合いましょう事を確認しました。 
やる気のある発起人の増員も検討されました。皆様との楽しい語り合いに心から感謝します。 
東京町田地域での、第 3 番目ワイズ新クラブの設立準備が進んでいます。ワイズの皆さんの知人・友人などの

若々しい、優秀な人材を、是非ご紹介ください。皆様の紹介が町田 YMCA の力となって町田地域の活躍が進

展していきます事を夢見ています。 
 
2017年 7 月例会 7月 10日（月）東京まちだクラブﾞと東京コスモスクラブﾞ合同例会：伊藤部長公式訪問 
８月例会 8月 14 日（月）東京まちだクラブﾞと東京コスモスクラブ合同例会 

東新部エクステンション委員長 太田勝人（東京世田谷） 
タイトル：「東新部エクステンション委員長」を拝命して 

9 月例会 9月 11 日（月）東京まちだクラブ 例会 ＊新町田地域ワイズメンズクラブについて 
10 月例会 10月 28日（土）東京まちだ・東京コスモス合同例会 

YMCA の新ブランドロゴについて：星野太郎東京 YMCA副総主事 
11 月例会 11 月 13日（月）東京まちだクラブﾞ例会（有田ワイズ 90才記念訪欧：「ルター500年祭に参加して」 
    を語っていただきます。） 
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【東京コスモスクラブ】 
会長 松香光夫 

◆今期の役員陣容は、会⻑ 松香光夫、副会⻑ 今村路加、書記 権藤徳彦、会計 中移庸介、担当主事 
保坂弘志、 直前会⻑ 権藤徳彦、メンバーは７月入会者、担当主事を含めて６名となりました。会⻑
主題は、会⻑⾃⾝の活動経験・⾃省を踏まえて「コスモスを考える」としての出発です。 
◆メンバーが少ないため、同様の状況にある東京まちだクラブと折々に合同例会／共同活動を持つこ
ととし、７月 10⽇から始まりました。合わせて公式の伊藤幾夫部⻑訪問。 
◆両クラブはこれまでも CS 活動としてスタッフレスの東京まちだ YMCA を支援してきましたが、今
後もこれを継続して、玉川学園南口商店会主催の夏まつりに手作り屋台を組んで救援支援のチャリテ
ィーバザーで参加、一方で、月例の「シャロームの家・歌声ひろば」、子供たち対象の「わくわく科
学実験教室」、成人を中心にボランティア養成の「ベテランティア講座」などを行っています。歌声
ひろばは 11 月 11 日で 11 周年記念のコンサート、ベテランティア講座も第 22 回のフォーラムを迎え
ることは特記事項でしょう。 
◆8 月 14 日の合同例会には太田勝人エクステンション委員⻑、９月例会では東京むかでクラブから３
名のゲストをお迎えしてシニア YYY クラブの紹介、10 月 28 日（合同例会）には星野太郎東京 YMCA
副総主事による「日本 YMCA ブランディングプロジェクト」の解説がありました。12 月９日は合同例

会として恒例の東京町田 YMCA市⺠クリスマスの集いを企画しています。 
◆この間、東新部では部大会（10 月８日）、評議会（11 月 18 日）がありましたが、別記事に譲ります。 
 ◇ ◇ ◇ 
◆前述のように 8⽉の合同例会での太⽥エクステンション委員⻑の⽅針を伺うに⾄る前後にまちだ、
コスモス両クラブの周辺事情を考察して、町田地域に第３のクラブを創設する可能性が提案され、そ
の線を育てていく機運が生まれることになりました。そこで両クラブをスポンサーの核として「東京
町田地域」に新しいクラブを設立する方向で、２回の発起人会を経て､11 月６日に松香宅にて第１回
の（仮称）東京町田地域ワイズメンズクラブ設立準備委員会が発足しました。 
◆委員は太⽥勝⼈（世⽥⾕・エクステンション委員⻑）、松⾹光夫準備委員⻑（コスモス・会⻑）、
後藤邦夫（まちだ・会⻑）、権藤徳彦（コスモス・書記）、⾕治英俊（まちだ・副会⻑）、伊藤幾夫
（以下多摩みなみ・部⻑）、⽯⽥孝次（会⻑）、⽥中博之（書記）、伊丹⼀之（以下むかで・2015-
2016部⻑）、神保伊和雄（次期部⻑）。漸次メンバー候補者、アドバイザーなどを加えて強化しなが
ら、国際協会への登録に向けて、仮例会を経て実現化を目指そうということになりました。 
◆新クラブ設立趣意書案を元に検討を加え、趣意書のみでなく勧誘・推進プレゼンテーション・ツー
ルを整備しようということになっています。またスポンサークラブの募集を含めてメンバーの確保・
勧誘に向けて、候補者のリストアップも試みました。今後、予算書、YES の申請、などを詰めていく
ことになります。 
皆さまにも新クラブメンバーの確保に向けて、近隣地域におられる候補者の推薦・支援の協力をお願
いします。 
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【東京センテニアルクラブ】 
会長 申 鉉錫 

 
会員数の減少傾向を食い止めることができず、今年度は 6名でのスタートとなったが、毎月の例会は活

気が感じられる。新入会予定者も毎月出席しており、かすかな光明が見えつつある。 
 7 月例会は、伊藤部長はじめ東新部役員の皆様の公式訪問を受け入れ、当クラブへの叱咤激励をいた

だいた。9月例会、10月例会では新入会予定者の卓話をうかがい、親睦を深めた。 
 今後の予定として、11月 18日には恒例の在日本韓国 YMCAバザーに参加し、YMCA会員や日本語

学校留学生との交流を深める。12月例会は、恒例の音楽を中心としてクリスマス祝会を行う。退会者に

も参加を呼びかけ、クリスマスの喜びを皆で分かち合いたい。年度後半には、社会的関心の高いテーマ

を卓話に取り上げ、新規参加者の獲得を目指す。 
 

【信越妙高クラブ】 
会長 福澤系司 

1. 例会 
7月 25日 於：ペンション富夢想野 （部長公式訪問） 
8月 22日 於：ペンション富夢想野  
9月 25日 於：ペンション富夢想野  
10月 25日 於：ペンション富夢想野  
 

2. YMCAサービス 
東京 YMCA妙高高原ロッジの芝刈り、周辺部の草刈り、花壇の造成管理を続けており、今期も十

数回に亘る芝刈り、敷地周辺部数回の草刈り、エントランスに造成した花壇への草花の植え付け等

を実施した。 
 

3. CS 
地元知的障碍者施設「りんどうの里」の支援も定着し、野菜類の栽培・管理、ソバの栽培、草刈

り等に、施設利用者と交流しながら汗を流した。今シーズンは 11月上旬の秋野菜の収穫を残すのみ

となった。 
 

4. 東日本大震災支援 
2011年の被災以降毎年春と秋の 2回、ボランティアに出向いており、今期も 10月 17日～20

日、第 12回目となる支援ワークキャンプを実施したところです。今回は、会員、メネット、会友、

東京世田谷クラブおよび長野クラブの会員を含め 7名の参加者で、東松島市を拠点に、草刈り、農

家の野菜栽培ハウスのお手伝い等、少しばかりの汗をかくと共に、地元被災者の方々と親しく語り

合う等、素晴らしい時を過ごさせていただき感謝です。 
また、いつものことながら、仙台 YMCA、石巻広域ワイズ、東日本区の協力あってこその当会の

活動であり、合わせて感謝です。  
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【東京多摩みなみクラブ】 
会長 石田孝次 

１． 活動報告 
� 第１回例会開催第１回例会開催第１回例会開催第１回例会開催 （7月 4日（火）） 
2年目に入り、ボランティア活動の「土台作り」と「実践」を新たな主題に掲げ、地に足のついた自前

のボランティア集団を標榜することを決意しました。 
� 東新部第東新部第東新部第東新部第 1 回評議会に参加回評議会に参加回評議会に参加回評議会に参加    （7月 15日（土）） 
本年度から我がクラブの伊藤幾夫さんが、東新部の部長として船出し、昨年に続き田中博之さんが書記

に、そして、新たに石田会長が、会計担当として 3 名が役員に就任することになりました。EMC 活動

強化の一翼を担えるよう新規会員の仲間を増やすことを意識し、実践して行きたいです。 
� 8 月納涼月納涼月納涼月納涼例会例会例会例会 （8月 1日（火）） 
例会後、ベルブ永山の隣のビルにある牛角で昨年に続き飲み放題、食べ放題の懇親会を開催し、初年度

とは違う友情を深めた中での楽しいひと時を過ごし、ぽんぽこ農園開園の準備に花を咲かせるいい機会

となりました。 
� 昨年に続き「東京昨年に続き「東京昨年に続き「東京昨年に続き「東京 YMCA 夏祭り」に出店夏祭り」に出店夏祭り」に出店夏祭り」に出店 (8月 26日（土）） 
昨年、初参加で「冷やしたぬきうどん」の店を出店し、好評を博したこともあって再チャレンジしまし

た。今年は、夏祭りに合わせて、「ぽんぽこたぬき」のイラストを刷り込んだオリジナル T シャツをク

ラブ Tシャツとして制作し、みんなでおそろいの Tシャツを着てにぎにぎしく参加しました。昨年の反

省に立ち、また、入念な前処理、効率的な調理方法、品質管理の工夫などそれなりの学習効果を発揮し

て、昨年実績を大きく上回る 167 食を販売し、4 万円近い純益金を東京 YMCA の活動の支援金として

寄付しました。 
� ぽんぽこ農園の開園ぽんぽこ農園の開園ぽんぽこ農園の開園ぽんぽこ農園の開園  (8月 28(月)） 
メンバー10名が出勤前の 7:30にぽんぽこ農園に集合し、我がメンバーながら NHK Eテレビの「やさ

いの時間」の講師、藤田先生のご指導の下、ジャガイモ 3種類、白菜、キャベツ、大根の作付け作業を

行いました。手際よく作業が進み、素人集団でもやれることを実証してくれました。11月 23日の東京

YMCA西東京センター主催のイベントに無農薬野菜の展示即売会に出品する予定です。 
� チャリティーランにボランティアとして参加チャリティーランにボランティアとして参加チャリティーランにボランティアとして参加チャリティーランにボランティアとして参加    （9月 23日(土)） 
江東区木場公園にて第 31 回インターナショナル・チャリティーランが開催され、メンバーの中から 6
名が、会場整備員としてボランティア参加いたしました。雨も上がり、ちびっこから大人まで大勢の参

加者でにぎわい、子供向け、企業団体向けなど趣向を凝らしたプログラムになっており、地域に根差し

たボランティア事業として定着していることが分りました。 
� ファミリーフェスティバルに参加ファミリーフェスティバルに参加ファミリーフェスティバルに参加ファミリーフェスティバルに参加 （10月 1日（日）） 
昨年に続き、東京 YMCA 西東京センター主催のイベントに東京武蔵多摩、東京八王子クラブと共に参加いた

しました。「高尾の森わくわくビレッジ」において開催され、子供たちとその保護者約 100 名が参加し、地元の大

学生メンバーによるおとぎ話や童話をモチーフにしたアトラクションなどがあり盛り上がりました。 
� 東新部部大会に参加東新部部大会に参加東新部部大会に参加東新部部大会に参加 （10月 14日（土）） 
東京 YMCAの東陽町の社体専門学校と東陽町センターのWell-Bにて開催され、部長を輩出するクラブ

として 6名が参加しました。第二部では、東京パラリンピックの公式種目のボッチャ競技を体験し、桜

美林大学の学生の指導により出席者のほとんどが自発的に競技に参加し、はらはらどきどき、一発大逆

転など心底楽しむことができたと思います。身障者はもとより、こどもから高齢者まで同じ目線で楽し

めるスポーツでした。ボッチャは、地域のボランティア活動（引きこもり老人を表に引き出すなど）の

道具として有効に使えるものだということを実感できました。 
２． これからの計画 
� 地域に根差したボランティア活動に主体的に関わって行くことを目指します。その第一歩として地

域の既存のボランティア集団との相互交流を通じた人脈作りを行い、会員勧誘を目指します。 
� 入会候補者のための当クラブ専用のリーフレットを作成しました。今後有効に活用して行きます。 
� 「ぽんぽこ農園」は、メンバーだけのものとはせず、農業体験に関心のある人との出会いの場にも

なると考え、友好関係を築いて行きます。 
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東新部の歌東新部の歌東新部の歌東新部の歌 


