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2018.4.21（土） 
日本キリスト教会館 
 

 

 

 

 

 

東新部部長主題 
「E 人（イーヒト）になろう！」 
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2018.4.18現在

東京多摩みなみ 部長 伊藤　幾夫 〇 東京むかで 部長 神保伊和雄 〇（重複）

東京むかで 次期部長 神保伊和雄 〇 東京世田谷 次期部長 小川　圭一 〇（重複）

東京 直前部長 細川　　剛 × 議長 東京多摩みなみ 直前部長 伊藤　幾夫 〇（重複）

東京多摩みなみ 部書記 田中　博之 〇 東京むかで 部書記 伊丹　一之 〇（重複）

東京多摩みなみ 部会計 石田　孝次 〇 東京むかで 部会計 今井　武彦 〇（重複）

東京世田谷 地域奉仕事業主査 小川　圭一 〇 東京むかで 地域奉仕事業主査 城井　廣邦 〇（重複）

東京むかで 会員増強事業主査 伊丹　一之 〇 東京世田谷 会員増強事業主査 村野　　繁 〇

東京 国際・交流事業主査 比奈地康晴 〇 東京 国際・交流事業主査 比奈地康晴 〇（重複）

東京コスモス ユース事業主査 松香　光夫 〇 東京コスモス ユース事業主査 松香　光夫 〇（重複）

東京 部選出代議員 細川　　剛 ×（重複） 東京多摩みなみ 部選出代議員 伊藤　幾夫 〇（重複）

東京コスモス 部大会実行委員長 松香　光夫 〇（重複）

東京コスモス 部大会準備委員長 松香　光夫 〇（重複） 部大会準備委員長

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 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 〇 東京むかで 部ヒストリアン 櫻井　浩行 〇（重複）

東京 部ウェブマスター 長澤  山泰 〇 東京 部ウェブマスター 長澤  山泰 〇（重複）

東京 メネット連絡員 細川　俊枝 × 東京 メネット連絡員 菅谷　一江

東京世田谷 エクステンション委員長 太田　勝人 〇 東京世田谷 エクステンション委員長 太田　勝人 〇（重複）

東京 部ＬＴ委員長 長澤　　弘 × 議長 東京 部ＬＴ委員長 長澤　　弘 ×（重複）

東京 佐藤  茂美 〇 東京 佐藤  茂美 〇（重複）

東京むかで 伊丹　一之 〇（重複） 東京 細川　　剛 ×（重複）

東京多摩みなみ 部担当主事 小野　　実 〇 東京むかで 部担当主事 星野　太郎 〇

会長 木村　光晴 〇 会長 長澤　　弘 ×（重複）

書記 長澤　山泰 〇（重複） 書記 進藤　重光 〇

会計 小島　康良 〇 会計 迫川　由和 〇

副会長 加藤　義孝 〇

会長 城井　廣邦 〇 会長 城井　廣邦 〇（重複）

書記 鈴木　健彦 〇 書記 鈴木　健彦 〇（重複）

会計 今井　武彦 〇 会計 今井　武彦 〇（重複）

会長 寺門　文雄 〇 朝倉　正昭 会長 朝倉　正昭 〇（重複）

書記 太田　勝人 〇（重複） 書記 太田　勝人 〇（重複）

会計 小原　武夫 〇 会計 小原　武夫 〇（重複）

会長 後藤　邦夫 〇 会長

書記 ー 書記

会計 谷治　英俊 〇 会計

会長 松香　光夫 〇（重複） 会長 松香　光夫 〇（重複）

書記 権藤　徳彦 〇 書記 権藤　徳彦 〇（重複）

会計 中移　庸介 × 議長 会計 中移　庸介 ×

会長 申　　鉉錫 × 徐 　 鍾煥 会長 徐 　 鍾煥 〇（重複）

書記 田附　和久 × 徐 　 鍾煥 書記 田附　和久 ×

会計 徐 　 鍾煥 〇 会計 中川　直美 ×

会長 福澤　系司 〇

書記 小林　明彦 × 議長

会計 小林　明彦 ×

会長 石田　孝次 〇 小早川浩彦 会長 深尾　香子 〇（重複）

書記 田中　博之 〇（重複） 書記 小早川浩彦 〇（重複）

会計 深尾　香子 〇 会計 綿引　康司 ×

部監事

クラブ名 役職名 氏    名 出欠 代理出席者
議決権
委任先

東京

東京むかで

東京世田谷

東京まちだ

東京コスモス

部監事

東京センテニアル

信越妙高

東京多摩みなみ

東京

東京むかで

東京世田谷

東京まちだ

東京コスモス

東京センテニアル

2017-2018 東新部第3回評議会/次期クラブ役員研修会出欠一覧

2017-2018部役員、クラブ役員 2018-2019部役員、クラブ役員

東京多摩みなみ

クラブ名 役職名 氏    名 出欠
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2017-2018 年度  

第 3 回東新部評議会/次期クラブ役員研修会 プログラム 

日時  2018年 4月21日（土）13：30～17：00 

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2回東新部評議会議事録承認  書記  田中博之 

② 2018-2019年度部長主題・活動計画・予算案承認  次期部長  神保伊和雄 

③ 2018-2019年度東新部役員承認・クラブ役員確認  次期部長  神保伊和雄 

④ 東京まちだクラブ、東京コスモスクラブ合併  東京まちだ/東京コスモス会長 

後藤邦夫/松香光夫 

⑤ 町田地域新クラブ設立支援金支給    設立準備委員長 松香光夫 

7. 報告事項 

① 2017-2018年度第3回東日本区役員会報告   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 2017-2018年度各種献金状況報告    会計  石田孝次 

④ 2017-2018年度CS、ASF事業支援について  地域奉仕事業主査 小川圭一 

⑤ 各事業報告      各事業主査、委員長、専任委員 

⑥ 各クラブ報告      各クラブ会長 

⑦ 連絡・確認事項     書記  田中博之 

⑧ その他 

8. 次期クラブ役員研修会    （進行） LT委員/次期書記 伊丹一之 

① 東新部スケジュール     次期書記  伊丹一之 

② 第 22回東新部部大会     次期部長  神保伊和雄 

③ 次期事業主査・委員長・専任委員活動方針   各次期事業主査、委員長、専任委員 

④ 事務・会計手続きについて    次期書記  伊丹一之 

次期会計  今井武彦 

9. 監事講評       監事  佐藤茂美/伊丹一之  

10.  東新部の歌       一同 

11. 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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東新部 2017.11 月～2018.3 月 部長報告 
東新部部長 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、EMC を重点課題と考え、部長主題に「E 人になろう」を掲げて活動してまいりました。EMC

の E に関しては、次のエクステンション委員会の報告のとおり、町田地域の新クラブ設立準備が進んで

おります。今期中の設立は難しいですが、今年の 9 月あたりに設立総会を迎えられそうです。また、EMC

の M(会員増強)に関しては、7 月の佐藤百合子さん(東京世田谷クラブ)に続き、2 月に郭恩珠さん(東京

センテニアルクラブ)の入会がありました。さらに、5 月には東京むかでクラブと東京センテニアルクラ

ブで入会式が予定されています。さらなる EMC 活動へのご協力をお願いします。 

エクステンション委員会 

いよいよ新クラブ設立準備委員会を立ち上げ、第

1 回として 11／6(月)に委員も増員して開催しま

した。候補者のリストアップも始まりました。第

2 回以降は次のとおりです。準備委員長に松香さ

ん（東京コスモスクラブ会長）を選出しました。 

第 2 回準備会:12 月 6 日(水)18:00～松香さん宅 

第 3 回準備会:1 月 17 日(水)   〃  

第 4 回準備会:2 月 21 日(水)18:30～まちだ中央公

民館 

第 5 回準備会:3 月 15 日(木)  〃 

第 1 回準備例会:4 月 18 日(水) 〃（候補者出席） 

第2回準備例会 :5月16日(水) 〃（  〃  ） 

国際投票  

2018 年 1 月 31 日までに 8 クラブすべてが投票

終了 

後期半年報 

会員数は前期と同じ 90 名（東京世田谷が＋１、

東京多摩みなみ－１）。会員数の内訳は東京27名、

東京むかで 14 名、東京世田谷 14 名、東京まちだ

5 名、東京コスモス 6 名、東京センテニアル 6 名、

信越妙高 5 名、東京多摩みなみ 13 名です。 

第 2 回クラブ例会公式訪問  

訪問日は下記のとおりです（日順、数字は同行数）。 

2／3(土)東京コスモス(7)、2／8(木)東京センテニ

アル(9)、2／12(月)東京まちだ(3)、2／19(月)東京

多摩みなみ(5)、2／20(火)東京(8)、2／22(木)東京

世田谷(6)、2／27(火)、東京むかで(9)、3／7(水) 信

越妙高(6) 

東京センテニアルクラブは入会式を行いました。 

各種献金 

すべてのクラブが献金。目標にわずかに及びませ

んでした。（詳細は P18） 

 

4 部合同 EMC シンポジウム 

2018 年 2 月 17 日(土)13:30～16:30、東京 YMCA

山手センターで 4 部（東新部、関東東部、あずさ

部、湘南・沖縄部）合同 EMC シンポジウムを開

催しました。 

4 部から推薦されたパネリスト、澁谷弘祐さん（所

沢クラブ 2014 年転入会）、石田孝次さん（東京多

摩みなみクラブ 2016 年入会）、大輪匡史さん（東

京武蔵野多摩クラブ 2016 年入会）、古賀健一郎さ

ん（横浜クラブ 2015 年入会）にワイズに入会し

て感じたことを発題していただきました。これか

らのワイズにとってヒントになることを 

共有し合いました。最後に「変える勇気をもとう」

との決意表明を全会一致で採択しました。出席者

数：66 名。（詳細は P23） 

妙高高原ロッジ感謝・さよならパーティー 

3 月 6 日(火)～8 日(木)（メインセレモニーは 3／

7(水)16:30～19:30）、東京 YMCA 妙高高原ロッジ

にて、「感謝・さよならパーティー」を開催しまし

た。東京むかでクラブの協力でシニアスキーキャ

ンプもオプションとして加わりました。西は神戸、

北は仙台、石巻から、総勢 39 名の出席となりま

した。ワイズメンばかりでなく、東京 YMCA 妙

高高原ロッジゆかりの方々などが参加されまし

た。妙高高原ロッジの 32 年間をスライド、語り

などによって振り返りました。特筆すべきは、

2011 年 3 月 11 日東日本大震災の際の、妙高高原

ロッジと信越妙高クラブの果たした役割です。ワ

イズメンズクラブ東日本区がいち早く、支援対策

本部（本部統括：田中博之さん）を立ち上げ、妙

高高原ロッジに支援物資を全国から集め、仕分け

し、被災地に運搬しました。ロッジはたくさんの

よき「働きの場」を提供してくれました。（詳細は

P5） 
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妙高高原ロッジ感謝・さよならパーティー報告 
 東新部部長伊藤幾夫（東京多摩みなみ）

 

3 月 6 日(火)～8 日(木)、新潟県池の平地域にあ

る東京 YMCA 妙高高原ロッジにて、「感謝・さ

よならパーティー」を開催しました。メインセ

レモニーは 3／7(水)、16:30～19:30 に実施しま

した。今年の 3月をもって閉館するロッジに「感

謝とお別れ」をするために西は神戸（大野勉さ

ん：西日本区理事、神戸ポートクラブ、進藤啓

介さん：西日本区書記、神戸クラブ）、北は仙台

（村井伸夫さん：仙台 YMCA 総主事、仙台広

瀬川クラブ）、石巻（清水弘一さん：石巻広域ク

ラブ）から、総勢 39 名が出席しました。 

ワイズメンばかりでなく、東京 YMCA 妙高高

原ロッジゆかりの方々などまた、東京むかでク

ラブの協力でシニア･スキー･キャンプのオプ

ションに参加された方々も加わりました。この

ロッジは 1985 年に開所して以来 32 年間、私た

ちにたくさんの思い出を残してくれました。 

3／7 のセレモニーでは、開会にあたり、東新部

を代表して伊藤と東京 YMCA を代表して星野

副総主事（東京むかでクラブ）の挨拶がありま

した。 

次に、妙高高原ロッジ 32 年間の歴史を山口直

樹さん（元東京 YMCA 妙高高原開発プロジェ

クトチームメンバー、東京武蔵野多摩クラブ）

が語られ、「家族キャンプの思い出」を村野繁さ

ん（元東京目黒クラブ、東京世田谷クラブ）が

スライド、ナレーションで振り返られました。

さらに、元東京 YMCA 副総主事の羽鳥直之さ

んには 1985 年 4 月の起工式の様子を、吉田紘

子さん（東京むかで）にはロッジ開所当時から

の関わり、大震災支援物資の荷捌きの思い出を

語っていただきました。 

家族キャンプ、スキー教室、紅葉狩りなど楽し

い思い出は語り尽くせませんが、中でも特筆す 

 

べきは、東日本大震災の際に、妙高高原ロッジ

および信越妙高クラブの果たした役割でしょ

う。ワイズメンズクラブ東日本区はいち早く、

支援対策本部（そのときの本部統括が田中博之

さん：東京多摩みなみクラブ）を立ち上げ、全

国のクラブや YMCA に呼び掛けて、妙高高原

ロッジに支援物資を集積しました。段ボール箱

400 箱に及んだ支援物資は、地元の方々の協力

も得て仕分けが行われ、不通となっていた東北

道を避け、上信越道、北陸道、磐越道経由で仙

台に運搬しました。田中さんからは、当時の様

子をパワーポイントで紹介いただきました。 

今回、仙台から出席された仙台 YMCA 村井総

主事は当時を振り返り、被災地に支援物資が届

いたときの感謝はことばでは言い表せません

と涙ながらに話されました。「私たち被災者に

とって、妙高高原ロッジは“聖地”なのです」と

語ったことばが強く印象に残りました。 

セレモニーの後は、食堂にて夕食パーティーが

和やかに開催され、さらには、夜遅くまで懇親

のときが持たれました。 

3 日間のパーティーで集められた金額の中から、

東日本大震災復興支援のために東京 YMCA に

22,440 円、ワイズメンズクラブ東日本区東日本

大震災支援募金に 22,440 円を献金しました。 

今回のパーティーを通して、妙高高原ロッジの

果たしてきた役割の大きさを再認識いたしま

した。心からの感謝と惜別の思いを捧げたいと

思います。 
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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 3 回評議会議案提案書 

第 1 号議案 

提案年月日 2018 年 4 月 21 日 

提 案 者 田中博之 

役 職 部書記 

 

議 案 名 2017-2018 年度第 2 回評議会議事録承認 

提案内容 2017 年 11 月 18 日に開催された 2017-2018 年度東新部第 2 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 1 号議案別紙  

2017-2018 年度 第 2 回東新部評議会 議事録（案） 

記録：東新部書記 田中博之 

 

＜日時＞2017 年 11 月 18 日（土）13:30～16:50 

＜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、後藤邦夫部大

会実行委員長、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(重複)、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）【東京むかで】城井廣邦会長、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）【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】権藤徳彦書記【東京センテニアル】出席者なし【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 23 名（重複者を除く）、委任状 8 名、合計出席

者数 31 名 

 

＜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（佐藤監事） 

4. 部長挨拶・全般報告・部大会報告 

・ワイズ活動を楽しく、豊かな気持ちで進めていって欲しい。 

・自分も病み上がりであるが、健康には気を付けて、ぜひ「Ｅ人」になっていただきたい。 

・エクステンション委員会は新クラブ設立に向けて、順調に活動している。 

・部大会にユースの参加があったことは喜ぶべきことである。 

5. 定足数確認(田中書記) 

・現時点で、重複役職者を除く定数 34 名中、委任状（8 名）を含む出席者数 29 名で定足数（過半

数）を満たしており、評議会は成立。 

6. 議案審議 

議長：伊藤部長 

① 2017-2018 年度第 1 回評議会議事録承認（田中書記） 

・ワークブック掲載の議事録案どおり、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・承認（細川指名委員長） 

・細川指名委員長から次々期部長として小川圭一さん（東京世田谷）、次期部監事として細川剛さ

ん（東京・直前部長の任期を終えた者として）、佐藤茂美さん（東京・部長経験者として・再任）

が指名され、拍手を持って承認された。 

③ 2018-2019 年度東新部役員承認（神保次期部長） 

・神保次期部長から役員一覧(ワークブック掲載)が提案され、拍手を持って承認された。ただし、

メネット連絡員は人選中で、第 3 回評議会に提案される予定。 

④ 2017-2018 年度部大会会計報告（石田部大会会計担当）  
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・石田部大会会計担当から部大会の会計報告がワークブック掲載の収支報告書に基づいて報告され、

収支残高の 29,541 円は東新部経常会計に繰り入れることが提案された。 

・席上のロールバック・マラリア献金は 42,650 円であった。 

・本件、拍手を持って承認された。 

⑤ 信越妙高クラブの解散について（福澤信越妙高クラブ会長） 

・福澤会長から、同クラブが支援する東京 YMCA 妙高高原ロッジが 2018 年 3 月末に閉館するこ

とおよび関連して複数の退会希望者が表れていることにより同クラブを、2018 年 6 月末をもっ

て解散することがクラブの総意として提案された。 

・伊藤部長から、同クラブによる解散決定にいたる経緯の補足説明があり、解散は止むを得ないと

の見解が表明された。 

・本件、異議なく承認された。 

⑥ 「妙高高原ロッジさよならパーティー」の開催について（小川地域事業主査） 

・東新部の主催で、2018 年 3 月 6 日（火）～8 日（木）に開催することが提案された。メインプロ

グラムは 7 日の夕刻から開催される。 

・横断幕の製作費等で東新部経常会計から 3 万円程度の支出が見込まれる。 

・本件、拍手を持って承認された。 

⑦ 東新部部則等の改訂について（伊藤部長） 

・LT 委員会から提案された「部則」、「施行細則」、「東新部表彰に関する内規」、「東新ファンドに

関する内規」の修正が提案された。 

・改訂箇所は、主として「部会→部大会」、「メネット委員→メネット連絡員」、「アジア地域大会→

アジア太平洋地域大会」等の文言の修正であり、それぞれの全文がワークブックに掲載。 

・「部則」の改訂については「部則検討委員会」を設置して検討することが定められているが、今回

の修正は軽微であり、その手順を省くことの提案も併せて行われた。 

・本件、拍手を持って承認された。 

・上記修正を反映した「東新部規定集・運営マニュアル」の最新版が出席者全員に（各クラブには

評議員の出欠に関わらず 3 部ずつ）配布された。 

（休憩） 

7. 報告事項 

① 2017-2018 第 2 回東日本区役員会報告(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。 

・次年度の東日本区役員が承認された。なお、次年度から「地域奉仕事業主任」が「地域奉仕・YMCA

サービス事業主任」に改称される。 

② 2017-2018 年度東新部会計中間報告（石田会計）  

・ワークブック掲載資料に基づいて 10 月末時点での報告が行われた。 

・部費、CS 資金、ASF 資金は全クラブ納入済み。 

・経常会計は 10 月末時点で 305,676 円の収支残。 

③ 事業報告（各事業主査、専任委員） 

・各役員から報告、アピールが行われた。 

＜特記事項＞ 

・2 月 17 日に関東東部、あずさ部、湘南・沖縄部に呼び掛けて「4 部合同 EMC シンピジウム」を

開催することが報告された。（伊丹会員増強事業主査） 

・町田地域、新宿地域、新潟地域での新クラブ設立の活動状況が報告された。（太田エクステンショ

ン委員長） 

④ 各クラブ報告（各クラブ会長ほか） 

・各クラブから報告、アピールが行われた。 

8. 監事講評 

9. 東新部の歌（一同） 

10. 閉会点鐘（伊藤部長） 
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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 3 回評議会議案提案書 

第 2 号議案 

提案年月日 2018 年 4 月 21 日 

提 案 者 神保伊和雄 

役 職 次期部長 

 

議 案 名 2018-2019 年度部長主題・活動計画・予算案承認 

提案内容 2018-2019 年度の東新部部長主題・活動計画・予算案について別紙のとおり承認願う。 

 

補足等  
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第 2 号議案別紙 1  

2018～2019 年度  部長方針・活動計画 

 

東新部次期部長 神保伊和雄（東京むかで） 

１． 部長主題 

【ワイズの楽しみは、今、そしてこれから】 

２． スローガン  

 JOIN US！ 

３． 活動方針及び計画 

（１）活動方針 

クラブの基本・原点に返ってクラブ活動の充実、楽しさの再発見を！ 

おのずと道が開けるのでは？ 新メンバーの確保 まず二けたを、しかる後

グッドスタンディングクラブへ、 道は Extension 

（２）活動計画（重点取組み課題） 

クラブの活性化・充実（楽しみ強化）   

各クラブ 15 名のメンバー確保・クラブ活動の再点検 

☆ＣＳ／Ｙサ 地域貢献と YMCA 支援 

 東陽町センターのリフレッシュ・西早稲田地区の活用 

☆国際・交流事業への充実 

 IBC・DBC の促進と再点検（見直し再構築） 

☆ＥＭＣ （Extension 委員会の支援）  

 新クラブの誕生へ（町田地域・新宿（西早稲田）地域） 

☆ユース活動の支援・巻き込み・取り込み（ＹＶＬＦ） 

YMCA のリーダーたちを例会に、クラブ活動に参加依頼 

４． 行事予定 

◇ 第 22回東新部部大会 

開催日時：2018年 10月 13日（土） 

開催場所：東京 YMCA 社会体育保育専門学校 

内  容：式典・各クラブの楽しみ、地域奉仕･YMCA サービス活動紹介 

◇ 評議会 

第１回評議会    2018 年 7 月 14 日（土）（東京 YMCA 東陽町センター） 

第２回評議会  2018 年 11 月 17 日（土）（AYC：在日本韓国 YMCA） 

第３回評議会    2019 年 4 月 20 日（土）（東京 YMCA 西早稲田会員部） 

◇ 研修会 

EMC シンポジウム＆フレッシュワイズセミナー  2019 年 2 月 16 日（土） 

次期クラブ会長・部役員研修会（東日本区） 2019 年 3 月 9～10 日（土･日） 

次期クラブ役員研修会（東新部）       2019 年 4 月 20 日（土） 

東新部事業・運営引継ぎ会        2019 年 5 月 18 日（土） 
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第 2 号議案別紙 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成日2018/4/11

1.経常会計
収入の部 17-18予算 17-18決算見込 18-19予算 備考
前年度繰越金 0 0 72,886

部費 295,200 295,200 280,800 78名で算定
ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞﾌｫｰﾗﾑ負担金 80,000 80,000 60,000 6クラブ・各クラブ１万円負担
東日本区事業補助金 145,000 145,000 142,000 10万円+500×84名
その他収入・寄付金 2,005

部大会余剰金繰り入れ 29,541

特別会計からの繰り入れ 0

合計 520,200 551,746 555,686

支出の部 17-18予算 17-18決算見込 18-19予算 備考

ﾘｰﾀﾞｰｽﾞﾌｫｰﾗﾑ負担金 160,000 160,000 120,000 ６クラブ・各クラブ２万円負担

部長活動補助費 24,000 24,000 24,000

部役員活動補助費 30,000 28,000 28,000

部大会関連事業費 80,000 80,000 80,000

評議会・役員会費 40,000 44,000 50,000

事務費 5,000 1,000 5,000

ｺﾋﾟｰ・印刷費 5,000 1,000 20,000

通信費 5,000 1,000 5,000

部報作成費 5,000 0 30,000

広報費 24,000 12,000 20,000

STEP派遣支援費 0 0 0

ＢＦ代表等受入費 10,000 15,000 10,000

ｾﾐﾅｰ等研修運営費 10,000 9,560 15,000

ﾕｰｽｺﾝﾎﾞｹｰｼｮﾝ支援金 10,000 0 10,000

信越妙高ｸﾗﾌﾞ交通費補助 54,000 54,000 0

信越妙高ｸﾗﾌﾞ訪問交通費補助 42,000 36,000 0

表彰費 10,000 12,300 15,000

寄付金・雑費 1,000 1,000

予備費 5,000 0 122,686

特別会計繰入 0 0 0

次期繰越金 1,200 72,886 0

合計 520,200 551,746 555,686

2.特別会計（東新ファンド）
収入の部 17-18予算 17-18決算見込 18-19予算 備考
前年度繰越金 651,129 651,129 654,129
CS資金収入 102,500 102,500 97,500 一人当たり1,250円×78人
ASF資金収入 20,500 20,500 19,500 一人当たり250円×78人

その他収入

経常会計からの繰り入れ 0
合計 774,129 774,129 771,129

支出の部 17-18予算 17-18決算見込 18-19予算 備考
新クラブ設立支援金 50,000 50,000 50,000
CS事業 50,000 20,000 50,000
ASF事業 40,000 20,000 20,000 担当主事6名 
ｸﾗﾌﾞ入会費補助 60,000 30,000 72,000 一人当たり6,000円
その他事業 0 0 100,000 東新部20周年記念誌
経常会計への繰入 0 0
予備費（次期繰越金） 574,129 654,129 479,129
合計 774,129 774,129 771,129

17-18予算 17-18決算見込 18-19予算 備考
経常会計繰越金 0 72,886 0
特別会計繰越金 574,129 654,129 479,129
合計 574,129 727,015 479,129

東新部2018－20１9年度予算(案)
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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 3 回評議会議案提案書 

第 3 号議案 

提案年月日 2018 年 4 月 21 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・クラブ役員確認 

提案内容 2018-2019 年度の東新部役員について添付のとおり承認願い、また、各クラブ役員につ

いて添付のとおり確認願う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足等 東新部役員については第 2 回評議会時点で人選中であったメネット連絡員の追加 
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第 3 号議案別紙 

2018.04.21

クラブ名 役職名 氏    名 備考

東京むかで 部長 神保伊和雄

東京世田谷 次期部長 小川　圭一

東京多摩みなみ 直前部長 伊藤　幾夫

東京むかで 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

東京世田谷 会員増強事業主査 村野　  繁

東京 国際・交流事業主査 比奈地康晴

東京コスモス ユース事業主査 松香　光夫

東京多摩みなみ 部選出代議員 伊藤　幾夫

東京コスモス 部大会実行委員長 松香　光夫

部大会準備委員長 2018-2019第1回評議会で選任

東京むかで 部ヒストリアン 櫻井　浩行

東京 部ウェブマスター 長澤  山泰

東京 メネット連絡員 菅谷　一江

東京世田谷 エクステンション委員長 太田　勝人

東京 部ＬＴ委員長 長澤　　弘

東京 佐藤  茂美

東京 細川  　剛

東京むかで 部担当主事 星野　太郎

東京 会長 長澤  　弘

副会長 加藤　義孝

直前会長 木村　光晴

書記 進藤　重光

会計 迫川　由和

東京むかで 会長 城井　廣邦

副会長 櫻井　浩行

直前会長 森本  晴生

書記 鈴木　健彦

会計 今井　武彦

東京世田谷 会長 朝倉　正昭

副会長 寺門　文雄

直前会長 寺門　文雄

書記 太田　勝人

会計 小原　武夫

東京まちだ 会長

副会長

直前会長 東京コスモスと合併予定

書記

会計

東京コスモス 会長 松香　光夫

副会長 今村　路加

直前会長 権藤　徳彦

書記 権藤　徳彦

会計 中移　庸介

東京センテニアル 会長 徐　　鍾煥

副会長 ―

直前会長 申　　鉉錫

書記 田附　和久

会計 中川　直美

東京多摩みなみ 会長 深尾　香子

副会長 伊藤　幾夫

副会長 真藤　広子

直前会長 石田　孝次

書記 小早川浩彦

副書記 田中　博之

会計 綿引　康司

部監事

2018-2019 東新部 部役員、クラブ役員
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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 3 回評議会議案提案書 

第 4 号議案 

提案年月日 2018 年 4 月 21 日 

提 案 者 後藤邦夫・松香光夫 

役 職 
東京まちだクラブ会長 

東京コスモスクラブ会長 

 

議 案 名 東京まちだクラブと東京コスモスクラブの合併について  

提案内容 ・ 東京まちだクラブは、2018 年 2 月 13 日にクラブ総会を開き、次の議事について決議

した。（この場には、東新部役員として伊藤部長、松香、東京コスモスクラブ権藤直前

会長が立ち会った。） 

「東京まちだクラブの活動を本年 6 月までで終了し、７月から東京コスモスクラ

ブに合流・合併を願うものとする。」 

・ この決議に伴う申し入れ（願い書）を受けて、東京コスモスクラブでは役員会を開催

し、意向を受け容れることとし、クラブ員に提案を報告した。 

・ なお、後日の例会等で、合併後のクラブ名称を「東京町田コスモスクラブ」とするこ

ととした。 

 

 

補足等 「東京町田コスモスクラブの役員」(2018-2019)について。 

  会 長  松香光夫 

  副会長  今村るか 

  直前会長 権藤徳彦 

  書 記  権藤徳彦 

  会 計  中移庸介  とする（全員留任）。 
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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 3 回評議会議案提案書 

第５号議案 

提案年月日 2018 年４月 21 日 

提 案 者 松香光夫 

役 職 
東京コスモスクラブ会長

（＊） 

 

議 案 名  町田地域新クラブ設立支援金支給の件 

提案内容 （＊）本件は、「東京町田地域新クラブ設立準備委員長」としての提案である。 

東京まちだクラブおよび東京コスモスクラブでは両クラブおよび町田地域でのコミュニ

ティサービス活動の現状を考え、一方で東新部エクステンション委員会の検討結果を踏

まえて、2017 年 8 月に、町田地域での新クラブ設立を目指し、関係各位の協力を得て設

立準備委員会を始動させ、初期メンバー候補（22 名のリストあり）にも呼びかけながら、

2018 年 4 月 18 日に第１回準備例会を開催するに至っている。 

新クラブ設立および本年後半にはチャーターを得るための活動を円滑に運ぶため、東新

部より「新クラブ設立支援金」として 50,000 円の支給を申請したい。 

補足等 ☆設立準備委員会（委員長：松香光夫）委員 

東京まちだクラブ：後藤邦夫(会長)、谷治英俊 

 東京コスモスクラブ：松香光夫､権藤徳彦、今村路加 

 東新部：伊藤幾夫(東新部部長､多摩みなみ)、伊丹一之(部会員増強事業主査､東京むかで)､

太田勝人(部エクステンション委員長､東京世田谷)､神保伊和雄(次期部長､東京

むかで)､田中博之(部書記､東京多摩みなみ)、石田孝次(部会計､東京多摩みなみ) 

 東京クラブ：佐藤茂美 

東京八王子クラブ：小口多津子(会長)                                    

☆スポンサークラブ予定： 

・東京町田コスモスクラブ（まちだ＋コスモス合併による新称） 

・ 東京クラブ    

・ 厚木クラブ（湘南・沖縄部） 

・ （協力クラブ）東京多摩みなみクラブ 
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報告事項 

① 2017-2018 年度 第 3 回東日本区役員会報告 

報告者：東新部部長 伊藤幾夫(東京多摩みなみ) 

日時：2018 年 4 月 7 日(土)13:00 開会～8(日)12:00 閉会、場所：熱海ホテル聚楽 

出席者：40 名（議決権者 16 名全員出席） 

第 1 日(7 日)                     

13:00～13:15 開会式          司会：大川貴久（区書記） 

13:15～14:00 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、1／1 付現在で 884 名となった。（内訳

は＋24 名、－26 名）。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。 

14:00～14:40 各部活動報告 

７部の部長による活動報告 

（14:40～15:00 休憩） 

15:00～16:30 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 委員会委員長代

理：小原武夫、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、

IT アドバイザー：大久保知宏、アジア太平洋地域大会準備委員長：山田敏明、トラベルコ

ーディネーター：長澤山泰、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、渡邉実帆(次期富士山部部長、沼津)から第 21 回東日本区大会の登録状況(現在

160 名)が報告された。 

16:30～16:45（写真撮影）17:00～18:00 次期役員会、指名委員会 

18:30～20:30 夕食懇親会 

第 2 日(8 日) 

8:00～8:30  日曜礼拝 

9:00～11:30 議案審議・協議 議長：栗本治郎理事 

第 1 号議案：2017～2018 年度第 2 回東日本区役員会議事録承認の件 承認 

第 2 号議案：東日本区定款一部修正(新クラブ 5 名)の件 2018 年 7 月 1 日発効 承認  

第 3 号議案：東日本区定款施行細則の改定(整合性)の件  承認 

第 4 号議案：信越妙高クラブ解散(2018 年 6 月)の件 承認 

第 5 号議案：2017～2018 年度東日本区会計中間決算および監査報告の件 承認 

第 6 号議案：2018～2019 年度東日本区理事方針「為せば、成る」の件 承認 

第 7 号議案：ユース活動費、YVLF 費用の経理処理(経常会計扱い)について 承認 

第 8 号議案：2018～2019 年度東日本区会計予算の件 承認 

第 9 号議案：2018～2019 年度東日本区事務所長(小山憲彦)選任の件 承認 

第 10 号議案：2018～2019 年度東日本区役員承認の件 承認 

第 11 号議案：第 23 回東日本区大会ホストクラブ立候補の件  

       2020 年 6 月開催 十勝クラブ  承認  

第 12 号議案：第 28 回アジア太平洋地域大会準備金支援願いの件 

2019 年 7 月 19 日(金)～21 日(日)開催、JEF より 250 万円の支援 承認             

第 13 号議案：次期理事等の指名の件 承認 

次年度の次々理事(2020～2021 理事)は未定 

第 14 号議案：ハンドブック掲載諸規則等の改訂(整合性)の件 承認 

第 15 号議案：世界マラリアデー(4 月 25 日)イベント企画への後援 承認 

11:30～11:45 監事講評 監事：久保田貞視、鈴木茂 

11:45～12:00 閉会式                    （以上）             
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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

11/1～

収入の部 3/31実績

前年度繰越金 0 0 0 0 0

部費 295,200 295,200 0 295,200 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 80,000 0 8クラブ

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

その他収入 0 0 2,005 2,005 ▲ 2,005 寄付金2,000円、利息5円

部大会余剰金 0 0 29,541 29,541 ▲ 29,541

特別会計から繰入 0 0 0 0 0

合計 520,200 520,200 31,546 551,746 ▲ 31,546

支出の部

YVLF負担金 160,000 0 160,000 160,000 0 2万円×8クラブ

部長活動費 24,000 24,000 0 24,000 0 3名×8,000円

部役員活動費 30,000 28,000 0 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 80,000 0 部大会補助金

評議会・役員会費用 40,000 14,935 16,096 31,031 8,969 会場貸借料、お茶代

事務費 5,000 149 0 149 4,851 領収書用紙代

コピー・印刷費 5,000 0 200 200 4,800 各種大量印刷は内部で行う

通信費 5,000 870 0 870 4,130

部報作成費 5,000 0 0 0 5,000 内部で印刷

広報費 24,000 0 12,000 12,000 12,000 部大会横断幕作成費は部大会費用から支出 

STEP派遣支援費 0 0 0 0 0

BF代表等受入費 10,000 0 0 0 10,000

セミナー等研修運営費 10,000 0 9,560 9,560 440

ユースコンボケーション支援費 10,000 0 0 0 10,000

信越妙高クラブ交通費補助 54,000 18,000 18,000 36,000 18,000 第1回、第2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 0 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 0 12,300 ▲ 2,300 部大会にて記念品贈呈済み

寄付金 0 0 0 0 0

雑費 5,000 270 772 1,042 3,958 振込手数料

予備費 1,200 0 0 0 1,200

特別会計へ繰入 0 0 0 0 0

次期繰越金(収支残） 0 ー ー 120,594 ▲ 120,594

合計 520,200 214,524 216,628 551,746 ▲ 31,546

【特別会計（東新ファンド ）】

収入の部

前年度繰越金 651,129 651,129 0 651,129 0

ＣＳ資金収入 102,500 102,500 0 102,500 0

ASF資金収入 20,500 20,500 0 20,500 0

その他収入 0 0 0 0 0

経常会計からの繰り入れ 0 0 0 0 0

合計 774,129 774,129 0 774,129 0

支出の部

新クラブ設立支援金 50,000 0 0 0 50,000

CS事業費 50,000 0 0 0 50,000

ASF事業費 40,000 0 0 0 40,000

クラブ入会費補助 60,000 6,000 6,000 12,000 48,000 東京世田谷、東京センテニアル各1名分 

その他 0 0 0 0 0

経常会計への繰り入れ 0 0 0 0 0

次期繰越金（収支残） 574,129 ー ー 762,129 ▲ 188,000

合計 774,129 6,000 6,000 774,129 0

【経常会計、特別会計外の預かり金、現預金残高】
預り金

九州北部豪雨支援金(第1回評議会 ) 22,444

全て東日本区に送金済みのため残高無し

現預金残高

小口現金として現物保管

=120,594+762,129-1,550

実績

予算－実績合計 予算案備考

42,650

2017-18年度より徴収を再開

2018/3/31

【経常会計】

～10/31実績

2017-2018年度東新部会計中間報告(7/1-3/31)

実績合計
修正予算 実績備考

3月31日現在預金残高 881,173

各クラブ自由献金預かり分 597,072

3月31日現在手持現金 1,550

合　計 662,166

RBM献金(部大会)
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③ 2017-2018 年度 各種献金状況報告 

東新部会計 石田孝次（東京多摩みなみ） 

 
 

④ 2017-2018 年度 CS、ASF 事業支援について 

地域奉仕事業主査 小川圭一（東京世田谷） 

 

1. CS事業支援 

・申請のあった東京クラブ「江戸城ファミリーウォーク」に対して１万円を配分する。 

・新規取組みへの支援として東京多摩みなみクラブ「ぽんぽこ農園」に対して１万円を配分する。 

 

なお、CS事業費今年度予算（5万円）の残高は次年度に持ち越す。 

 

2. ASF事業支援 

・沼津・東日本区大会に参加する東新部各クラブ担当主事に対して、1名 5千円を支給する。 

 

各クラブでの担当主事の参加の呼びかけをお願いする。 

 

 

（上記は 4月 11日（水）に開催された東新部第 3回役員会で承認済み。） 

 

    

                       

2017-2018年度東新部各種献金額一覧

CS ASF FF BF TOF RBM YES

@1,250 @500 @500 @2,000 @1,300 @800 @500

東京 27 0 27 54,572 14,800 22,000 81,500 28,900 18,000 15,650 235,422 184,950 50,472

東京むかで 14 1 13 16,250 6,500 6,500 26,000 16,900 10,400 6,500 89,050 89,050 0

東京世田谷 13 0 13 16,250 6,500 6,500 26,000 16,900 10,400 6,500 89,050 89,050 0

東京まちだ 5 0 5 1,250 500 2,500 2,000 1,300 9,600 500 17,650 34,250 ▲ 16,600

東京コスモス 6 0 6 3,750 1,500 1,500 6,000 3,900 2,400 1,500 20,550 41,100 ▲ 20,550

東京センテニアル 6 0 6 3,000 1,000 1,000 4,200 1,000 4,800 1,000 16,000 41,100 ▲ 25,100

信越妙高 5 0 5 5,000 5,000 0 0 0 0 0 10,000 34,250 ▲ 24,250

東京多摩みなみ 14 1 13 20,250 8,500 9,500 26,500 29,200 13,900 11,500 119,350 89,050 30,300

合　計 90 2 88 120,322 44,300 49,500 172,200 98,100 69,500 43,150 597,072 602,800 ▲ 5,728

地域奉仕 国際・交流

2018/3/31現在

目標比

上記の他、東新部としてRBMに42,650円を献金(部大会での献金)

2017.7.1付
会員数

広義/功労
会員

目標金額
算定人数 実績合計 目標金額
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⑤ 各事業報告 

【地域奉仕事業】 

 

【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.（仮称）東京町田地域ワイズメンズクラブ 

・設立準備委員会を開催 

第１回：2017 年 11 月 6 日（月）松香準備委員長宅 

第２回：2017 年 12 月 6 日（水）松香準備委員長宅 

第３回：2018 年 1 月 17 日（水）松香準備委員長宅 

第４回：2018 年 2 月 21 日（水）まちだ中央公民館 学習室 

第５回：2018 年 3 月 15 日（木）松香準備委員長宅 

・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、石田孝次、田中博之、小口多津子、久保田貞視。4 月からは厚木クラブからも 

出ていただく。 

・設立準備例会の開催、会場はまちだ中央公民館とする （今後の予定） 

第１回：2018 年 4 月 18 日（水）ワイズ・YMCA について 

第２回：2018 年 5 月 16 日（水）YMCA・ワイズ理解 

第３回：2018 年 6 月 20 日（水）クラブの目的・名称・会費・会則 

第４回：2018 年 7 月 18 日（水）上記の継続、設立総会のこと 

第５回：2018 年 8 月 15 日（水）設立総会の準備 

・メンバー候補者は、現状で 23 名がリストアップされている。 

・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、東京クラブ、厚木クラブが決まった。 

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。 

・蔵知山手学舎 OB、東京山手クラブ、東京 YMCA 山手センタースタッフなどから人脈をリサーチ。 

・山手センター星住館長より、山手センター活動委員会の 3 名を紹介され、今後コンタクトを取る。 

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したが、現在は静観中。 

 
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 

・2017 年 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。 

・東日本区がパンフレット製作を奨励、沼津での区大会に掲示を行う。 

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 
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・自クラブ例会に欠席した時は、第 2 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。 

 

【国際・交流事業】 

国際・交流事業主査 比奈地康晴（東京） 

まず、前回報告同様、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

ことを再度お詫びいたします。以下、概略報告をさせていただきます。 

 

1) RBM 

 再報告になりますが、国際協会において 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）については、昨年度来東新部としても重点課題のひとつとしており、昨年の第 21

回東新部部大会においても参加者への献金をお願いし、総額 42,650 円（蚊帳 53 張り相当）が集まりま

した。今年度末までの目標を 200 張までとしていましたが、昨年度の部大会での献金による 170 張と併

せて、223 張となり、目標額を達成しています。再度、皆さまの御協力に感謝いたします。今年度の各

クラブからの献金額も 69,500 円になっております（献金報告参照）。UGP(Unified Global Project/統一

世界プロジェクト)として強力に推し進められている本事業を今後ともよろしくお願いいたします。 

 なお、既に案内されておりますが、東西両日本区が後援するイベント、「世界マラリアデー2018 ZERO

マラリア 2030 キャンペーンイベント狂言「蚊相撲」と日本のマラリア」がこの 4 月 25 日（水）に上智

大学（四谷）で開催されますので、多数の皆様のご参加・ご協力をお願いいたします。 

 

2) BF 代表の選考結果  

 既に報告されていますが、2018-2019 年度の BF 代表が以下のように決定しました。  

 ①アジア太平洋地域からの BF 文化交流代表  

  比奈地康晴（東京クラブ） 

    プログラム番号 BF18/19-02 

       派遣地域：アフリカ（ウガンダ・ザンビア） 次期：2018 年 4 月(約 3 週間) 

    目的：クラブ訪問、地区大会、例会参加 

 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（世界からは 5 名） 

  札埜慶一メン（熱海クラブ）(他には、台湾、カナダ、フィンランド、インド) 

 

3) 関係各種献金等について 

  ①国際・交流関係の各クラブからの献金については、献金報告をご参照ください。 

  ②今年度の BF 使用済み切手の提供は 3 クラブ（東京、信越妙高、東京多摩みなみ）からでした。

来年度もよろしくお願いいたします。 

 

【ユース事業】 

ユース事業主査 松香光夫（東京コスモス） 

＊東京むかでシニアキャンプで「ボッチャ競技体験」 

部大会で好評だったボッチャ体験は、東京むかでクラブの企画になる､2018 年 5 月 12 日(土)～15 日(火)

に東京 YMCA 山中湖センターで行われる第 2 回「シニアＹ・Ｙ・Ｙキャンプ」にも取り入れられ、桜
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美林大学学生がインストラクターとして協力して、ユースとシニアがともに楽しむイベントとなる。 

＊東日本区主催のユース事業第 7 回 OFY（オープンフォーラムＹ）は、５月 19 日に墨田区・（社福）

興望館で開催。高校生から若手社会人を対象に平和についての考察から始まり、各種の社会問題の理解

と解決方法を学ぶ機会となる。 

＊今年の IYC（国際ユースコンボケーション）は、８月６日〜12 日韓国の麗水・Yeosu で開催される。 

＊また、YVLF（ユースボランティアリーダーズフォーラム）は、９月７日〜９日・山中湖センターで

行われる。 

これらに参加するユースの情報を期待したい。各イベントへの参加者に対しては、各クラブでユースの

活動に触れるため、例会などに参加してもらえるとよい。 

 

【ウェブマスター】 
ウェブマスター 長澤山泰（東京）  

東新部ホームページ（ＨＰ）と部内メーリングリスト（ＭＬ）の運営を担当しています。特に大きな活
動はありませんが、寄せられるリクエストに的確にお応えをしています。 

【ＨＰ】 

ＨＰは月に数回の更新作業を行います。機能としては、部会、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、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、便利なサイト構成になっています。部内
メーリングリストと共にＨＰの更なる活用をお願いいたします。 

＜ＨＰ構成＞ 

・部長のひとこと＆アピール 
・メルマガ掲載 
・部役員リスト＆ひとことアピール 
・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 
・各クラブブリテンリンク先一覧表 
・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、部歌等） 
・部カレンダー（部行事、クラブ例会等） 
・部掲示板（例会・各行事等の案内、参加呼びかけ他ワイズ関連） 
 

★部長通信発行（年数回） 
今年度は部メルマガに部長メッセージが掲載されています。 
 
★事業主査（地域奉仕、会員増強、国際交流、ユース）、メネット連絡員へのお願い！ 
連絡・報告・アピール等の情報発信を定期的にお願いします！  
 
★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も構いません。 
部カレンダー(yahoo)への例会日等の入力を適宜行ってください！ 
ID: tohshinbu パスワード：351009 
 
★部役員を始め、メンバー全員へのお願い！ 

「各行事＆活動報告等」写真と共にお寄せください！ 

「掲示板への投稿」ワイズ運動、部内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。 

上記原稿等は長澤までメールにてお送りください。送付先 nagasawa@jep.org 

 

 

http://www.jep.org/tohshin
mailto:nagasawa@jep.org
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【ＭＬ】 
部内単独のメーリングリストとなります。部役員、クラブ会長への情報発信にご活用ください。 
次のメールアドレスに発信しますとそれぞれの送信先に一斉にメールが配信されます。 
毎年7月1日の新年度入りに合わせて更新作業を行います。 
 
◆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） 

◆部役員用：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） 

◆部役員＆クラブ会長：bu2017yskaicho@jep.org （送信先：部役員及びクラブ会長） 
 

 

【メネット】 
メネット連絡員 細川俊枝（東京）  

 

2017 年 11 月 25 日(土)東日本区ワイズメネットのつどいが横浜中央 YMCA にて開催されました。講師

に英国クイリングギルドフェロー小野史郎氏、英国クイリングギルドマスター小野典子氏をお迎えし、

第 1 部で「クイリングについて」と題し西洋の紙工芸である「クイリング」の歴史について講演頂き、

第 2部では小野典子氏指導のもとクイリングの手法でクリスマスカードを作るワークショップが行われ

ました。また、今回「プチマルシェ」が行われ、東京クラブメネットが担当しました。売上の 64,000 円

は東日本区メネット国内プロジェクトの YMCA の施設へ絵本を贈る活動に献金致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東新部からの参加者：東京クラブ:磯田幸子,黒岩美彌子,菅谷一江,長澤真紀,庄司翠,松本倫子,細川俊枝         

東京多摩みなみクラブ :田中博之,田中直美 

 

【エクステンション委員会】 
エクステンション委員長 太田勝人（東京世田谷）  

＜活動報告＞ 

(1) 「（仮称）町田地域ワイズメンズクラブ」 

① 「設立準備委員会」から「準備例会」の段階に入りました。 

    今期に入り、松香実行委員長がご自宅を開放していただき、関係者が着々と設立に向かって毎

月一回のペースで会合を重ね準備をして参りました。 

② 「第１回準備例会」を 4/18（水）18：30 からまちだ中央公民館 6 階にて開催し、参加候補者

との“初顔合わせ”を行います。まずお互いに知り合うことと新クラブの目指す方針・使命

等を共有しあう事を話し合います。 

③ 目標とするチャーターナイト 

    次期になりますが、9 月-10 月にはチャーターナイトを迎える計画で進めて参ります。 

④ スポンサークラブ 

mailto:bu2017ysjonin@jep.org
mailto:bu2017ysyakuin@jep.org
mailto:bu2017yskaicho@jep.org
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    「東京町田コスモスクラブ」（「東京まちだクラブ」および「東京コスモスクラブ）」に加えて、

「東京クラブ」と「厚木クラブ」の１月例会に参加してこの新クラブの説明を行い、書面でお

願いし、３月末に両クラブから了承を頂きました。心から感謝申し上げます。 

(2) 「（仮称）新宿地域ワイズメンズクラブ」 

① 東京 YMCA 山手センターの星住館長からご返事を頂き、「2018 年 5/15（火）18：30 から

山手センター活動委員会があり、出席者の内 3 名の方はまだワイズに入っていませんが、

ご紹介しますので、ご参加下さい」との連絡を受けました。これら 3 名の方を“核”にし

て今後新宿地域に新クラブを展開していく糸口が見つかりました。 

② 同じく「山手学舎」OB 会の蔵知浩さんにも会って挨拶し、ご協力をお願い致しました。 

③ キーパーソンを固めた上で、早稲田教会と早稲田奉仕園にて活動をされている     

方、また関わってこられた方々にも当たって、候補者を探す考えでいます。なお、新宿地

域ということで、あずさ部が関係ありますので、部長、東京山手クラブの役員、エクステ

ンション委員長にもご挨拶をして参りました。 

 

＜課題＞ 一人でやろうとせずに、仲間と複数で取り組むことが課題かと思います。 

 

【4 部合同 EMC シンポジウム報告】 

太田勝人（東京世田谷）  

    

2018 年 2/17（土）13:30-17:00 東京 YMCA 山手センター2 階にて開催 

 

１．櫻井東新部 LT 委員の司会により、「開会宣言」で開始。出席者 66 名。 

２．長澤東新部 LT 委員長から、今回のシンポジウムの目的が話され、「会員が伸びない現実に対して忌

憚の無いご意見を出して頂きたい。そのためにも本日は 4 人のフレッシュなパネリストにお願いし

て、“現状の問題と今後どうあるべきか”を語ってもらいます。その後、ご出席の皆さんにも加わっ

ていただき、建設的な意見を出し合って有意義なシンポジウムにしたい」との挨拶でスタートした。 

３．東日本区榎本会員増強事業主任が、体調が芳しくなく欠席されたが、栗本理事が代ってご挨拶され、

「本来はこうしたシンポジウムは東日本区活動の一環として行うべきであろうが、東新部が音頭を

とって下さり本日開催出来ました事に理事として大変嬉しく思っています。884 名の直近の会員数

を増やせるよう全員で努力していきましょう」と力強く訴えられた。 

４．続いて①伊藤東新部部長が「東新部会員数推移」という事実に基づく資料にて説明され、「私たちが

変れば、ワイズも変る！”－なぜ増えないのか、どう変ればよいのかを一緒に考えましょう！」 と

訴えて出席者全員が課題を共有することとなった。 

②太田東新部エクステンション委員長から、「（仮）町田地域ワイズメンズクラブ」、「（仮）新宿地域

ワイズメンズクラブ」・「（仮）新潟地域ワイズメンズクラブ」という新クラブ創りの進捗状況と課題

を報告し、出席者皆さんに支援の依頼があった。 

５．東京 YMCA を代表して星野副総主事から、このたび YMCA 同盟は全国の YMCA 共通のスローガ

ンとロゴを決定し、併せて“YMCA ポジティブネットーみつかる。つながる。よくなっていく。”

の具体的例示を交えてのスピーチを頂いた。 

休憩後： 

６．パネリストによる発題と参加者ディスカッションに移り： 

所沢クラブ（関東東部）澁谷弘祐ワイズ、②東京多摩みなみクラブ石田孝次ワイズ（東新部）、③東

京武蔵野多摩クラブ大輪匡史ワイズ（あずさ部）、④横浜クラブ古賀健一郎ワイズ（湘南・沖縄部）

の 4 人から以下の主旨の発題を頂いた。 

（１） 澁谷ワイズ：西日本区（大阪土佐堀クラブ）より 2014 年転入会。牧師。 
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＊なぜクリスチャ二ティーが必要か。ボランティアの本質は“奉仕”にあり。本来、奉仕に対して

は一定の報酬（対価）を貰うべきであるが、貰わないで奉仕することで心の豊かさを感じ、得し

た気持を得るのが本質です。 

＊仏教でも、キリスト教でも究極は「愛、おもいやり」であり、「慈悲」であり、共に共通している

（目指している方向は同じである）。 

＊ワイズでは、（お互いに交流しあって）一生学び続ける、学びあう団体である。なぜなら、人間は

本来不完全なものであり、学ぶ努力をすることで一人前になるのである。 

（２） 石田ワイズ：銀行マンを終えて 2016 年に入会。 

＊ワイズが直面している諸問題に対して「会員の高齢化」・「会員の長期減少傾向」、「新規会員の入

会不振」・「ワイズ活動への問題提起」という４つに分けてフローチャートにまとめ、ビジュアル

化して報告され、非常に論理的、かつ説得力のある説明であった。 

＊結論は、ワイズメンという組織の内部だけの活動から「（クラブが存在する）地域・外部とのつな

がりを持つこと」の大切さを語って結びとされた。 

（３） 大輪ワイズ：2016 年に入会。現場の視点から提言された。 

＊まずもって会員増強のあり方を明確化することが必要ではないか。さもないと、唯の「老人会」

になってしまう。 

＊ワイズの役員任期が短い、ワイズの集まりが多すぎる、（クラブ）役員の負担を軽減しないと長続

きしないのではないか、地域への奉仕が大事、単にワイズの事だけを考えるのでなく社会の一員

であることを認識して行動を、自分たちの目線だけで物事を見てやしないか、等々ポイントをま

とめられて伝えてもらいました。 

（４） 古賀ワイズ：2015 年入会。伊藤部長から教会にて誘われて入会。 

＊なぜワイズに入会したのか、自分の生い立ちからから話します。生まれは長崎、原爆が投下され

た近くで生まれました。教会学校にて“平和”を築いていく活動と色々な体験をしてきました。 

＊また長崎生まれということで異文化の人との交流をしてきて、ワイズ入会の動機となったと思い

ます。 

＊ワイズは YMCA と協働して平和で人間を尊重する世界を築いていく努力を続けていくことが大

事であり、自分も貢献していきたい。「平和」とは、心の安らぎを感じることであり、それを求

める事です、と話された。 

７．4 人のパネリストからの発表後、①関東東部長尾部長、②あずさ部大野部長、③湘南・沖縄部金子

部長より部長として“ひとこと”を頂いた。なお、④富士山部加藤部長も加わり、東新部部長の冒

頭の発題も入れて 5 部の部長参加となりました。 

長尾部長 

 ＊YMCA といえば世間に通じるが、ワイズメンはまだ残念ながら通じません。 

 ＊本日は、EMC は一番大事なテーマですので参加しました。 

 ＊今日のことを部長として公式訪問で皆に伝えます。 

大野部長 

＊4 人のパネリストの発言を聞いて、全部賛同したわけではありません。それは、クラブの生い立

ちが違いますし、クラブの持っているものが違うからです。 

＊新クラブづくりも良いが、まず自分たちのクラブでの会員増強を目指すのが第一。 

＊甲府クラブでは今でも会員を伸ばしています。高齢化を理由に会員が伸びない、と口にすべき

ではないと思います。 

金子部長 

 ＊４部合同のシンポジウム開催に感謝します。 

 ＊今日は学び合えたし、勉強になった。 

 ＊古賀ワイズはワイズと YMCA の活動に魅力を見つけ“場を得た”ワイズです。 

 ＊会費のことを言うと入会を止める人もいました。 

加藤部長 

＊今日出席でき、伊藤部長やパネリストがデータを取って発表されたことは素晴らしいことでした。 
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＊（私の所属する）熱海グローリークラブも地域に浸透する看板事業をやっています。会員増強

に期待して下さい。 

８．参加者より 

深尾ワイズ 

＊今日のシンポジウムでクリスチャニティーの問題が提起されましたが、逆に学生時代クリスチ

ャンの学校でキリスト教の愛の精神を学んだ人が、ワイズがその精神に基づいて活動している

ことを知って、“居場所”が見つかって良かったと言っている人もいることをお忘れなく。 

浅見ワイズ 

＊神田船の会で 40 年活動している（東京グリーンクラブ）。ＮＨＫほか取材を受けるが、公共放

送ということで YMCA という特定の宗教色を感じて放送がボツになる事があった。 

＊一方、会津クラブのようにクリスチャニティーに賛同する人中心のクラブもある。 

＊「建て前」と「ホンネ」があるのが現実です。 

９．プログラムが終わって； 

加藤ワイズ（横浜とつかクラブ） 

＊私は 88 歳になり、高齢者の代表です。そろそろワイズメンクラブの法人化をもう一度検討した

らどうか。実は 5 年ほど前に組織検討委員会で検討したことがあります。辻ワイズ（横浜つづき

クラブ）が検討委員長となり取り上げてくれていました。 

＊その辻ワイズは町のバス停で普通の人に、自分はワイズメンというクラブにいます。ワイズメ

ンのやっていること、を話してその方を横浜つづきクラブに入れました。皆さん、町中で辻さん

のようなことが出来ますか？ 

澁谷ワイズ 

＊パネリストとしてお話したように、人間は不完全なもので奉仕をしたり、仲間と学びあうこと

が必要です。クリスチャニティーについて、①信じている部分と②仕方ない部分から成り立って

いるのではないでしょうか。 

鈴木ワイズ（横浜つづきクラブ） 

＊ワイズにおけるクリスチャニティーは大きく分けて、①形式面（お祈りなど）と②精神面の２

面があることに留意すべきでしょう。 

北村ワイズ（厚木クラブ） 

＊ワイズメンの定款でかつて「キリスト教」と記載していたが、「イエスの教え」と表現を変更し

た経緯があります。 

＊我々はどっぷりとワイズに浸かっている仲間であるので、余りクリスチャニティーを考える必

要は無いのではないか。 

栗本理事 

 ＊今日ご参加の皆さんにお聞きします： 

  ①クリスチャンでおられる方お手を上げて下さい：約 30％の方挙手 

②例会でクリスチャニティーを実践しているクラブは：約 50％ 

  櫻井ワイズ 

＊私の家は、メネットがお寺の娘です。仏教も「愛」を教えています。30 年以上ワイズにいますが、

「アーメン」と言う時に私は「命を頂いて今日生きています、感謝」と心の中で唱えています。 

＊ワイズのやっていること、活動が良いことなので、（ワイズを）止めずにいます。 

最後に宮内次期理事から 

① クリスチャニティーについては、残すべし。形式面は夫々のクラブで考えて行い、大事な事

は“精神面で”クリスチャニティーを尊重することです。 

② 法人化への検討は是非検討いたします。組織を広げる為にも大事な事であり、長期で取り組

んでいくものと考えます。 

③ EMC には特効薬はありません。地味な活動が大事です。是非皆でチャレンジしましょう！ 

と結ばれた。 

伊藤部長：「決意表明案」を説明し、全員一致で採択した。 
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【LT委員会】 

LT 委員長 長澤弘（東京）  

11 月以降の LT 委員会の活動について以下のとおり報告する。 

1. 第 3 回 LT 委員会の開催 

日時：2018 年 2 月 7 日 18:00～20:00 

場所：山手センター 

出席者：櫻井、伊藤、伊丹、太田、長澤 

協議内容：EMC シンポジウムの実施方法について協議 

2. EMC シンポジウムの開催支援 

日時：2018 年 2 月 17 日 13:00～17:00 

場所：山手センター 

出席者：東新部、北東部、関東東部、あずさ部、湘南・沖縄部、富士山部から合わせて 66 名出席 

内容：EMC について 4 名のパネリストの報告をもとにフリーな討論を実施 

3. 次期役員準備会（その１）開催  

日時：2018 年 1 月 27 日 15：00～17：00 

場所：南センター 

出席者：神保、伊藤、伊丹、城井、村野、比奈地、松香、櫻井、佐藤、長澤 

内容：次年度東新部役員の紹介、次年度東新部の方針・事業予定の紹介 

4. 次期役員準備会（その２）開催  

日時：2018 年 3 月 17 日 15:00～17：00 

場所：社体専教室 

出席者：神保、伊藤、伊丹、城井、村野、比奈地、太田、長澤（山）、櫻井、佐藤、長澤 

内容：次年度東新部役員・クラブ役員の紹介 

   次年度東新部部長方針の開示 

   次年度事業予定の開示 

   第 22 回東新部部大会の概要方針の開示 

   各事業主査・専任委員の方針開示 

 

【担当主事】 

小野 実（東京多摩みなみ）  

2011 年 10 月に開設された東京 YMCA にほんご学院の校長を 2013 年より拝命しています。定員 156

名と小さな学校ではありますが、就任当時から、「東京 YMCA らしい日本語学校」とはどのような学校

なのかを模索しています。他の日本語学校ともっとも大きな違いはワイズメンズクラブの皆さんの存在

だと思っています。語学学校としてもっとも大きなイベントとなるスピーチコンテストへのご支援や、

会員ソフトボール大会への参加、インターナショナルチャリティーランでのボランティアなど、YMCA

ならではの活動に参加することができるのは学生にとって大きなメリットだと思います。東京 YMCA

の活動を物心ともに支えてくださるクラブメンバーのお働きに、この場をお借りして感謝申し上げます。 

東日本区でもっとも歴史あるクラブと新しいクラブが属する東新部で、また新たにクラブが生まれよう

としていることは皆さんの努力なくして成し得ません。クラブの広がりが YMCA 運動の広がりとなっ

ていくように、ワイズメンズクラブと YMCA の連携を深めていきたいと思います。 
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⑥ 各クラブ報告 

【東京クラブ】 

会長 木村光晴 

Ⅰ 例会 

・11 月例会ユースナイト 11 月 14 日 東陽町センター 出席 37 名（メン 19 メネット 6 ゲ スト 12）  

・12 月クリスマス例会 12 月 ９日 グランドパレス出席 38 名 （メン 20 メネット 10 ゲスト 8）  

・１月例会 IBC ナイト 1 月 9 日 東陽町センター 出席 36 名（メン 23 メネット 8 ゲ スト 4 ビ

ジター1）講演 藤野 彰氏 ｢誰もしらない国連の仕事 国際麻薬規制 100 年｣ 

・２月例会 TOF ナイト 2 月 9 日 東陽町センター 出席 38 名（メン 22 メネット 9 ゲスト 4 ビ

ジター3）講演 跡部 蛮氏「NHK 大河ドラマ『西郷どん』をより楽しむ為の幕末裏話講座」 

・３月例会 メネットナイト 3 月 13 日 東京 YMCA 体育専門学校 出席 39 名（メン 18 メネッ

ト 11 ゲスト 3 ビジター7）講演 遠藤はな子氏｢はとバス、おもてなしの舞台裏｣ 

・3 月京都キャピタル、台北クラブ合同例会 3 月 24 日 YMCA アジア青少年センター 出席 54 名

（メン 17 メネット 8）京都キャピタル 26 名、台北クラブ 3 名。 

 

Ⅱ 役員会 

・11 月役員会 11 月 14 日 富士見町教会 出席 14 名  

・12 月役員会 12 月 19 日 富士見町教会 出席 14 名 

・1 月役員会 1 月 16 日 富士見町教会 出席 14 名  

・2 月役員会 2 月 20 日 富士見町教会 出席 18 名  

・3 月役員会 3 月 20 日 富士見町教会 出席 17 名 

 

 その他  

・11 月 23 日 江戸城ファミリーウォーク 参加 54 名（メン 14 名、メネット 3 名、ゲスト 34 名） 

・12/13、14 IBC 台北アルファクラブ合同 CS 活動 参加 2 名（メン 2）高山族の人々に毛布、日用

品支援 

・3/10 赤ジャンで歩こう 銀座ウォーキングの会 参加 18 名（メン 9 メネット 6 ゲスト 2）  

 

Ⅲ YMCA の行事に参加 

・東京 YMCA クリスマスオープンハウス 12 月 23 日 東陽町センター 参加 18 名（メン 13 メ ネ

ット 5 コメット 1）  

・東京 YMCA 子育て講演会 1 月 27 日 しののめこどもセンター 参加 3 名（メン 3） 

 

Ⅳ 他クラブ例会等に参加  

・1/13 在京ワイズ合同新年会 しののめ YMCA こども園 参加 10 名（メン 10） 

・2/17 4 部合同 EMC シンポジウム 東京 YMCA 山手センター 参加 5 名（メン 5） 

・3/7 東京 YMCA 妙高高原ロッジさよならパーティー  参加 3 名(メン 3) 

・3/21 東京グリーンクラブ 45 周年記念例会 東上野フォーラム 参加 4 名(メン 4) 
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【東京むかでクラブ】 

会長 城井廣邦 

新たなワイズメンズクラブとしてスタートしてから一年になろうとしています。 

大きな進歩を願いながら小さな変化を生むに留まっていることに力不足と活動不足を感じます。シニア

化社会に向けてシニアＹ・Ｙ・Ｙキャンプの計画、シニアスキーキャンプの実験的挑戦を通して、会員

候補者へのアプローチ活動を行い、共感して頂ける数人をアプローチ対象者とすることができました。

これからが会員へのクロージングですが、ゆっくりじっくりです。 

今年の 5 月Ｙ・Ｙ・Ｙキャンプで 1 名の入会式を行う予定にしています。 

あと 2 名、7 月までに入会式を行えるよう細心のアプローチをしています。 

キャンプで協力いただくことを通して活動の主旨、今後の展開等を話しながら共感をしていただけるよ

うに努めました。今後更に会員を増やすために努力のスピードを高めていきたいと思っています。その

ために 10 人のアプローチリストをつくること、そして皆様の協力で関心を高めてゆく事が大切と思っ

ています。誰にでも分かるように会員募集の旗を掲げ、又、むかでワイズの活動をより楽しく意義ある

ものにしたいと考えます。特色を作るために卓話者の人選にも配慮します。 

6 月本例会に南極越冬隊員の特別卓話を予定しています。とてもユニークな話が聞けると思います。新

会員予定の日本パウル・クレー協会新藤真知さんは世界の芸術に対する憧憬が深く、世界中の美術館や

作品の話にとても楽しいものがあります。ワイズの活動を楽しく活発化することが大切と思い第一歩を

始めています。やりたい事はまだまだありますが一歩一歩と考えています。 

 

【東京世田谷クラブ】 

会長 寺門文雄 

１１月：出席率 ８０％ 

1１月例会に 世田谷社会福祉協議会で高齢者の地域福祉業務を実際に担っている「阿藤京子」さ

んをお招きして現場の活動をお聞きし、会員皆で意見交換して有意義な例会を持てた。会長として

高齢化の問題を折に触れて皆で話し合って、課題を共有していきたい。 

１２月：出席率 ８０％ 

ナザレ教会の坂本牧師をお招きして、“お言葉どおりになりますように”を主題とした説教をいた

だき、その後でクリスマス祝会に移り、オークションで盛り上がり豊かな気持で充実した月となり

ました。 

 １月：出席率 ６７％ 

経堂南センターにて歌の会を CS 活動として実施しているが、かねてよりお年寄りが３階まで昇り、

降りするに、ご苦労があるのを何とかしよう、と考えていた。小川ワイズの努力もあって経堂緑岡

教会の１階を使用させて頂けることになりこの１月から移動した。反響が大変良く、参加者から喜

びの声をいただきました。益々地域に根付いていく事でしょう。 

 ２月：出席率 ７３％ 

世田谷区にて「居場所サミット」を主催しておられる「中澤まゆみ」さんをお招きして“おひとり

さまの終活”と題して広く現場を取材され、提言もされている方の話しを拝聴できました。いずれ

わが身はどうか、と思った例会であった。昨年１１月の「阿藤」さんと共に時宜を得た企画であっ

た、と思います。 

 ３月：出席率 ７３％ 

YMCA のプログラムに参加している児童たち、南センターにてリーダーを努めている大学生、それ

にワイズが一緒になって経堂駅前に集まり「街頭募金」を実施した。ワイズと YMCA の存在を地
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域の方々に知ってもらうチャンスであり、全員大きな声でアピールして盛り上がりました。 

 ４月： 

例会への参加登録によると、会員１３名（出席率は８７％となる）、メネット１名、ゲスト７名、ビ

ジター３名、合計２４名となり楽しい例会になると思います。 

 

【東京まちだクラブ】 

会長 後藤邦夫 

 

 

【東京コスモスクラブ】 

会長 松香光夫 

前回（17 年 11 月）の報告後、一般会務としては特記事項と言えるものは無いが、東京まちだクラブと

の合併が俎上に登ることもあり、両クラブで合同例会をもつ頻度が増えた。18 年 2 月に至ってまちだ

クラブでは総会が開かれ、クラブの現況、将来を見越して、クラブの活動を今年度末（６月）で終了し、

７月からは、東京コスモスクラブと合流・合併を申し入れる結論を得た。この結論に基づく申し入れを

受けて東京コスモスクラブでは役員会を開いて、これを受け容れることとし、メンバーに報告した。そ

の後の例会等で、東京まちだクラブメンバーの一部の移籍も受け容れ、クラブ名称を「東京町田コスモ

スクラブ」とすることとして、東新部役員会、評議会に建議した。18-19 年度役員は、前年度の役員が

継続（松香会長、今村副会長、権藤書記、中移会計）。会長主題：「コスモスはどのように咲くのか」

町田地域の新クラブのメインスポンサーの意識を持って活動をして行く。 

 

【東京センテニアルクラブ】 

会長 申 鉉錫 

待望の新入会者を迎え、2 月例会において、たいへん久しぶりとなる入会式を実施した。今年度は、さ

らにもう 1 名の新入会予定者がおり、5 月例会において再び入会式が行われる予定である。 

5 月には、恒例となっている在日本韓国 YMCA との共催プログラム「オリーブ平和映画祭」が開催され

る。今回は、第 10 回を記念して、初めて複数日開催（5 月 17 日～19 日）、複数作品上映（3 作品）を

実施することとなり、現在、広報等の準備作業を進めている。10 回目となる映画祭の開催を契機として、

当クラブ設立以来、対外奉仕活動の柱となっている、パレスチナで活動する YMCA のプログラム支援

の取り組みをさらに充実させていきたい。 

また、同じく在日本韓国 YMCA との共催プログラムで、実施が中断している「日本と韓国 童謡の集い」

も、できるだけ早く再開できるよう、準備を進めていく。 

会員数の増加が、活動の一層の活性化につながるよう、少ないメンバーが知恵と力を合わせて努力して

いく所存である。東新部各クラブの皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。 

２０１７年 １２月 ９日 町田YMCAのクリスマス例会
１月 １３日 Ys在京新年会にて
２月 １２日 まちだクラブ例会
３月 ２１日 DBC宝塚クラブ３０周年記念例会訪問
３月 ２４日 まちだ・コスモス合同例会
４月 ９日 まちだ例会
５月 ２６日 まちだ・コスモス合同例会
６月 １１日 東京まちだ例会　 ２７年卒業例会

２０１８年
有田・平本・谷治・小畑
谷治のみ参加
後期　伊藤部長公式訪問　伊藤・佐藤・松香　
谷治のみ参加
後藤・有田・平本・谷治　
後藤・有田・平本・谷治　



 30 

 

【信越妙高クラブ】 

会長 福澤系司 

＜例会＞ 

11 月 27 日 於：富夢想野 

12 月 20 日 於：新井・和食レストラン （クリスマス例会） 

1 月 29 日   於：妙高高原ロッジ  

2 月 19 日   於：妙高高原ロッジ 

3 月 22 日   於：妙高高原ロッジ 

いずれの例会も数人の参加ではあるが、今冬は少雪であったことが幸いして、雪の為の流会がなく、

全月開催できたことは当会にとって特筆に値する。 

 

＜CS＞ 

障碍者施設「りんどうの里」野外活動としての野菜やソバ栽培のお手伝いも 10 月のソバの収穫に続

く、乾燥後 11 月の脱穀作業で終了した。 

 

＜Ｙサ＞ 

例年の花壇の管理、芝の管理に加え、芝地周辺部の雑木の伐採により利用可能面積の拡大に努め、芝

地は一回り広くなった。 

 

＜BF＞ 

未処理のまま溜まった切手のカット処理を行い、2.5 ㎏を部担当者に発送。また、当会解散後の収集

は、長野クラブにお願いすることで了承を得ている（含む、プルタブ）。 

 

＜シルバースキーキャンプ＞ 

当会の地の利を活かした活動として前年度始めたスキーキャンプについては、残念ながら当会の現

状では主催することに困難性があり、東京むかでクラブにお願いすると共に、東新部主催の「東京

YMCA 妙高高原ロッジ感謝・さよならパーティー」との抱き合わせ開催となった。当会はオプショ

ンとしてのスノーシューでの雪上散策を実施するに留まった。 

「東京 YMCA 妙高高原ロッジ感謝・さよならパーティー」には約 40 名が参集。好天にも恵まれ、

スキーもスノーシューも楽しく無事に終了。 

 

＜東日本大震災復興支援ワークキャンプ＞ 

第 13 回目となるワークキャンプを 6 月 12 日～15 日に予定している。 

 

【東京多摩みなみクラブ】 

会長 石田孝次 

「ぽんぽこ農園」が軌道に乗り出し、今後の次の活動の方向性を確認するため開催した「みんなで

語ろう」の場では、Y’s の面々のボランティア活動への関わり方、目指そうとする活動イメージ、

ボランティア活動の対象など積極的な意見交換ができ、出口として地元に根差した地域ボランティ

ア活動がクローズアップされました。既に地域で活動している方々との交流を通じてパートナシッ

プを構築することはできないか、手探りが始まりました。メンバー各位の人的なつながりの中での
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相互交流を意識し、例会のゲスト参加やスピーカーとしての参加をお願して行くことになりました。 

11 月には、「ぽんぽこ農園」の初めての収穫を迎え、タイミングよく、東京 YMCA 西センターが主

催した秋まつり展示即売会を開き、無農薬の白菜、キャベツ、大根、ジャガイモを販売しました。

ささやかではありましたが、完売し、収益金の一部を YMCA に寄付いたしました。加えて、我が

クラブの茶人の深尾さんが、「ぽんぽこお茶会」を開催し、素人に優しく温かく手ほどきをしてくれ

ました。 

12 月には、恵泉女学園大学の学生ラウンジをお借りし、クラブ単独のクリスマス例会を開催しまし

た。直近のゲストスピーカーにもご参加いただき、楽しく賑やかなパーティーになりました。お陰

様でゲストのみなさんとは、今も色々な形でつながっています。 

1 月にはクリスマス例会にゲスト参加してくれた金原恵美さんが、「人は色によって内面も外面も

元気にできる」と題して講話をいただきました。色が与えるインパクトを意識できるようになりま

した。近い将来のワイズ入会を楽しみにしているところです。 

2 月には、東新部が主催した 4 部合同 EMC シンポジウムが開催され、不肖わたくしがパネラーの

一人として参加させていただき、プローチャートを使って EMC 活動の活性化に向けた問題提起を

行い、参加者の多くの方々から賛同やエールをいただくことができました。3 月のクラブ例会で、

その時の報告内容について発表する機会があり、問題意識を共有することができました。 

2 月 9 日には、東京 YMCA にほんご学院のスピーチコンテストにスポンサークラブとして「東京

多摩みなみクラブ賞」の授与式に参加させていただきました。ベトナムからの留学生の Truong Thi 

Lan さんの「時間は一番大切」と題したスピーチが、その栄誉に輝きました。 

また、「ぽんぽこ農園」では、5 月末に向け玉ねぎの作付けを行い、厳しい冬を乗り越えた逞しくも

美味しく丸々太った玉ねぎの収穫を心待ちしているところです。 

3 月に入り、人的な交流を深めるためお互いが活動する例会に相互乗り入れする形で他の集会に参

加してみました。新たなネットワークの広がり、場の共有化による有効活用についてイメージを膨

らますことができました。 

また、妙高高原ロッジのさよならパーティーにはクラブから 3 名が参加し、東日本大震災の混乱時

の全国のワイズの仲間の支援活動や、このロッジが、支援物資の集荷、仕訳、配送の拠点として重

要な役割を果たしたことを知ることができ、そして、何よりも参加した面々との友好関係を広げ深

める機会となりました。 

月末には、「ぽんぽこ農園」で第 3 作目となる 3 種類のジャガイモの作付けを我がクラブ屈強の農

耕班 7 名で作業を行いました。地元でのボランティア活動に役立てばとの思いで清々しい汗をかく

ことができました。 

 

⑦ 連絡・確認事項 

＜沼津・東日本区大会＞ 

 参加申し込み締め切り：4月 30日（月）  

 部長報告でのクラブ活動報告：写真数枚とナレーション原稿（100～150文字）を 5月 5日（土）ま

でに田中書記へ送付 

 クラブバナーを忘れずに 

＜その他＞ 

 世界マラリアデーイベント（上智大学）：4月 25日（水）  

 東日本区インビテーション・キャンペーン締め切り：5月 10日（水）。伊丹会員増強事業主査まで 

 在京ワイズ会長会、東京 YMCA会員大会：５月 26日（土） 

 2017-2018年度部報第 2号原稿締め切り：7月 15日（日）  
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次期クラブ役員研修会 

①  東新部スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.4.11

年 月 強調月間

5 19 東新部事業・運営引継会

6 2-3 第２１回東日本区区大会(沼津) 15 部報1号原稿締め切り 9-10 西日本区大会(神戸)

キックオフ 7 第1回役員会 部長公式訪問

YMCAサービス 10 各クラブ前期半年報部長提出 1 部報1号発行

ASF 15 同上(部長→会員増強主任) 11 第1回役員会

RBM 31 前期区費請求書発送 14 第1回評議会

15 部費・ＹＶLF負担金請求書発送

CS 臨時代議員会（郵送） 10 国際半年報

15 前期区費納期 6-12 IYC（韓国・麗水）

31 部費・ＹＶＬＦ負担金納期 25 北海道部部大会 9-12 IC（韓国・麗水）

ユース 7-9
ユースボランティアリーダーズ
フォーラム

15 湘南・沖縄部部大会 国際議員推薦

22 北東部部大会 国際会長候補者推薦

29 関東東部部大会

30 富士山部部大会

EMC/E 13 東新部部大会

YES 13 東新部部大会 20 あずさ部部大会

27 次期部長・事業主任研修会

ワイズ理解 10 第2回役員会 7 第2回役員会

ファミリーファースト 10 ワイズデー 17 第2回評議会

23-25 日本YMCA大会

EMC/M 8 祈りの輪 7-9 エリアRDEトレーニング

エリア年央会議

国際役員投票

IBC/DBC 10 各クラブ後期半年報部長提出(クラブ会長→部長) 15 国際役員投票

15 同上(部長→会員増強主任) 5 在京ワイズ合同新年会 スイス必着

31 後期区費請求書発送 19 東新部次期役員準備会① 31
次期部役員・クラブ会長
報告(次期部長→区)

TOF 15 後期区費納期 部長・役員会公式訪問 10 国際半年報

15 各種献金納期(クラブ→部) 16 EMCシンポジウム

28 各種献金納期(部→区)

BF 8 代議員会告示

メネット 9-10 次期クラブ会長・部役員研修会 16 東新部次期役員準備会②

LT 5 代議員会議案締切 10 第3回役員会

6-7 第3回役員会(現・次期合同) 20 第3回評議会・次期クラブ役員研修会

東西理事連絡会議

EF/JEF 1 代議員会議案送付

15 ＪＥＦエントリー締め切り 18 東新部事業・運営引継会

31 第4回役員会(東京)

評価 1 代議員会(東京)

1-2 第22回東日本区大会(東京) 15-16 日本YMCA同盟協議会

西日本区大会

次年度役員会 15 部報2号原稿締め切り

19-21アジア太平洋地域大会(仙台) 31 部報2号発行

2
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2018-2019 東新部・東日本区他 行事予定案

東日本区行事・報告・送金 東新部 各部・西日本区等 国際・ＹＭＣＡ
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② 第 22 回東新部部大会 

 

③ 次期事業主査・委員長・専任委員活動方針 

【地域奉仕事業】 

次期地域奉仕事業主査 城井廣邦（東京むかで） 

ワイズメンズクラブ活動活性化を通して、多くの方々の共感をいただける様に各クラブのサポート支援

を行い、東新部地域奉仕を広くアピールし、意味深き事業にしたいと考えています。 

神保部長、各クラブ会長、各クラブとの連動を深めていきたいと考えています。是非、地域奉仕の積極

的展開をいただきたいと思います。 

 

事業計画 

１ YMCA サービス 

 YMCA のプログラムに積極的に参加し、ワイズメンズクラブとして YMCA をサポートしていきます。

YMCA がワイズに求めることを理解し期待に応え、プログラムの社会的意義を深めていきたいと思

います。 

２ CS（地域奉仕）の活動 

 ワイズメンズクラブがより魅力的に見られるよう地域と密着して、一般の方々の参加促進をはかり楽

しく意義のある活動を積極的にアピールします。そして、ワイズへの入会希望者を育てていく活動に

したいと考えます。各クラブの活動に参加し、企画立案、実行、PR 活動を通して支援したいと思い

ます。 

３ ワイズメンズの 100％YMCA 会員率を目指します。 

４ ASF、FF、HIV/AIDS、環境への取り組みを高めるために各クラブとのミーティングをしたいと考

えています。 

ワイズメンズクラブにふさわしい活動として積極的な取り組みをしていきたいと考えます。 

 

2018～2019 年度を地域奉仕事業が注目される年にしたいと考えます。 

ただ活動するのではなく、より魅力的に楽しい活動にして一人でも多くの方々にワイズメンズクラブを

認知していただき、関心を高め入会希望者を増やす基盤づくりにしたいと考えます。 

最期に「ワイズの魅力」をテーマに各クラブの活動を PR する NEWS を発行したいと考えます。 

・ 年間方針書 

・ 各クラブのイベント展開事例 

 

【会員増強事業】 

次期会員増強事業主査 村野 繁（東京世田谷） 

事業方針 

2 月 17 日の 4 部合同 EMC シンポジウムで明らかになったワイズ活動が内向きだったことをふまえて、

ワイズも社会の一員である認識を持って、外に向けた PR 活動として、地域奉仕活動を積極的に進めま

しょう。 
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事業目標 

１．Extension：エクステンション委員会に期待します。 

２．Membership：インビテーション・キャンペーンの実施 

３．Conservation：新入会員の定着率を上げる 

 

活動計画 

１．Extension：エクステンション委員会とスポンサークラブが連携して推進してもらう。 

２．Membership：クラブ紹介パンフレットの作成と活用、会員勧誘の一助にする。 

         ・1 つ以上の地域奉仕活動を推進、アピールする。 

３．Conservation：ワイズは国際協会会員であることを認識し、地域大会、国際大会に出 

席、参加し、他国ワイズメンとの交流を楽しむ。 

EMC シンポジウム(2019/2/16 土)：都内にクラブのある 4 部合同開催を継承する。 

各クラブの会員数の推移、地域奉仕活動事業の成果を地域奉仕事業主査城井廣邦ワイズと協働で確認

したい。 

 

【国際・交流事業】 

次期国際・交流事業主査 比奈地康晴（東京） 
宮内友弥次期東日本区理事は、先に東山荘で行われた 2017-2018 年度次期クラブ会長・部役員研修会

で、理事方針を発表しましたが、その中で、「取り組むべき課題」の一つとして、国際・アジア太平洋地

域への関与（国際クラブであるという自覚、国際クラブの一員としての責任）を提示しています。 

 

これを受け、小原史奈子次期東日本区国際・交流事業主任は、その事業計画として、 

１）アルファベットによるワイズ用語を理解するためにも、毎月の「強調月間」のテーマを事業理解

に活用していただく 

２）各部の部長、事業主査と事業目的を共有し、国際からの最新情報を提供すること 

３）各部事業主査に各所属クラブ会長への献金目標金額へ近づけるようにアナウンスをお願いする 

４）IBC 3 クラブ、DBC 2 クラブ、トライアングル IBC 2 組以上の締結をめざす 

５）2019 年仙台で開催するアジア太平洋地域大会の参加アピールをし、海外のワイズとの交流をサ

ポートしていく 

としています。 

 

そして、以上の計画の下に、下記の諸点を確認しています。 

１）ロールバック・マラリア(RBM)キャンペーンが 2020 年まで延長され、累計目標金額が 50 万スイ

スフランを目指していること、また 4 月 25 日の「世界マラリアデー」にイベントを企画し、ワ

イズだけでなく、YMCA や外部のグループ等、一般の方へ蚊帳配布の重要性を説き、マラリア撲

滅キャンペーンを継続すること、                  

２）使用済み切手の収集を引き続きお願いすること 

さらに、神保伊和雄次期東新部部長は、その活動計画（重点取り組み課題）において、「国際・交流事業

の充実」として、「IBC・DBC の促進と再点検」を取り上げています。 

以上の方針、目標、提言を受け、東新部としても、より一層現状を確認し、内外のワイズメンズクラブ

の協力・共同/協働関係と、それに関わる献金等の事業がスムーズ且つ有効に機能するように再度努力さ

せていただきたいと思いますので、東新部国際・交流事業に関連する分野への積極的関与・協力・実践

をより一層お願いしたいと思います。 
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【ユース事業】 

次期ユース事業主査 松香光夫（東京コスモス） 

 

【ウェブマスター】 

次期ウェブマスター 長澤山泰（東京） 
【ＨＰ】 

ＨＰは月に数回の更新作業を行います。 

機能としては、部会、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、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、便利なサイトになっています。 

部内メーリングリストと共にＨＰの更なる活用をお願いいたします。 

 

＜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） 
・部役員リスト 
・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！  
★各クラブの書記へお願い！ 
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)への例会日等の入力を適宜行ってください！ 
ID: tohshinbu パスワード：351009 
★部役員を始め、メンバー全員へのお願い！ 

「各行事＆活動報告等」写真と共にお寄せください！ 

「掲示板への投稿」積極的な投稿をお願いします。ワイズ運動、部内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。 

上記原稿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】 
部役員、クラブ会長への情報発信に活用ください。 
新年度入り7月1日前後に更新を行います。＊前年度分のメールアドレスは9月末日まで利用可。 
◆部常任役員：bu2018ysjonin@jep.org （送信先：部長・書記・会計・直前部長・次期部長） 

◆部役員用：bu2018ysyakuin@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） 

◆部役員＆クラブ会長：bu2018yskaicho@jep.org （送信先：部役員及びクラブ会長） 

 

http://www.jep.org/tohshin
mailto:nagasawa@jep.org
mailto:bu2018ysjonin@jep.org
mailto:bu2018ysyakuin@jep.org
mailto:bu2018yskaicho@jep.org
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【エクステンション委員会】 

次期エクステンション委員長 太田勝人（東京世田谷） 

＜事業方針＞ 

前期に発足しました会員増強のための新クラブ創りを今期は“実現”することを最大の事業方針と致し

ます。そのために、神保次期部長はじめ村野次期会員増強事業主査とも連携して東新部の抱えている会

員減少に歯止めを掛け、次の世代にバトンタッチできるようにして参りたい、と存じます。 

 

＜事業計画＞ 

 （１）「（仮称）町田地域ワイズメンズクラブ」 

① 前期 4/18 に第１回準備例会をまちだ中央公民館にて開催して新クラブへの参加候補    

者が初顔合わせを行いました。さらに準備例会を毎月開催して行って、ワイズへの理解を

深めてもらうように致します。 

② 松香準備委員長、伊藤直前部長、伊丹直前会員増強事業主査、や東京コスモスクラブ（東

京まちだクラブの皆さんの気持も含んで）の皆さんの支援、協力に感謝致します。 

③ また、スポンサークラブとしてお引き受け下さった東京クラブ、厚木クラブの皆々様に心

から感謝申し上げます。 

④ 以上を踏まえて、新クラブに参加される皆さんによる地域への奉仕活動や「使命：ミッシ

ョン」を確認しあって、地域に根ざした活動ができるよう支援して参ります。 

 

 （２）「（仮称）新宿地域ワイズメンズクラブ」 

① 東京 YMCA 本部が東陽町から新宿西早稲田に移転したのを受けて、新クラブを新宿地域

に創りたいと考え、菅谷総主事と星野副総主事に構想を説明し、山手センターの星住館長

を紹介されました。 

② ほぼ同時に早稲田教会の古賀牧師と早稲田奉仕園の阿部千秋専務理事にお会いし    

て協力をお願いしてまいりました。 

③ また、「山手学舎」OB 会をご担当の蔵知浩氏を訪ね、ご支援とご紹介をお願いしてきまし

た。 

④ 星住館長から「山手センターの活動委員会のメンバーでまだワイズの会員になっていない

方を３名ご紹介しますので、2018 年 5/15 に山手での会合にお越し下さい。ご紹介いたし

ます。」とのご返事を頂きました。 

⑤ ご紹介頂いた 3 名を核にして、今期初めから新クラブ創設に向かって活動します。東新部

の皆様、何卒宜しくご支援、ご協力のほどをお願い申し上げます。 

 

 

 



 37 

【LT 委員会】 

次期 LT 委員長 長澤 弘（東京） 

１．東新部 LT 委員会の方針 

  １）次期部長を補佐し、東新部の次期の運営担当がスムースに引き継がれるよう下記のプログラム

を計画し、サポートする。 

① 次期部役員準備会（その１） 

② 次期部役員準備会（その２） 

③ 次期クラブ役員研修会 

④ 次期部事業・運営引き継ぎ会議 

 

２）部則・運営マニュアル等の改訂が必要な場合は、部長の指示により部則等改訂委員会を組織し、

改訂の検討及び部長への答申に加わる。 

 

３）会員増強事業主査を補佐し、EMC シンポジウムを計画し、実施する。 

 

４）その他、部運営がスムースに実施されるよう、必要に応じて部長、部役員のサポートを行う。 

 

２．LT 委員会の計画 

１）当面の次期への支援 

   次期部事業・運営引き継ぎ会議 

    日時：5 月 19 日（土）15：00 

    会場：にほんご学院 

       

２）次期の予定 

  次期部役員準備会（その１）  2019 年 1 月 19 日土曜日午後 

  EMC シンポジウム       2019 年 2 月 16 日土曜日午後 

  次期部役員準備会（その２）  2019 年 3 月 16 日土曜日午後 

  次期クラブ役員研修会     2019 年 4 月 20 日土曜日午後 

                  第 3 回評議会と合同で実施 

  次期部事業・運営引き継ぎ会議 2019 年 5 月 18 日土曜日午後 

 

３．LT 委員会のメンバー 

   委員長 長澤弘 

   委員  櫻井浩行、伊丹一之、伊藤幾夫、太田勝人 

   （委員会の性格からみて、継続的な担当が望ましい） 

 

④ 事務・会計手続きについて 
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東新部の歌 

 


