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「理事メッセージ」 

 ８月２７日の北海道部会を皮切りに、１０月２

２日のあずさ部会まで、東日本区７つの部の部会

が無事に盛況に終了しました。各部長・部役員の

みなさまには、それぞれの部の特徴を生かし、メ

ンバーが一体となるような企画をしていただきあ

りがとうございました。どの部会もエネルギーに

溢れ、ワイズの力を感じました。ぜひこの勢いを

今後のワイズ活動に生かしていただきますようお

願いいたします。 

 さて１１月１０日は「ワイズデー」です。１９

２８年１１月１０日に、日本で初めてのワイズメ

ンクラブである、「大阪ワイズメンズクラブ」が

国際協会への加盟を認証されました。これを記念

し、１９９３年にこの日が「ワイズデー」と定め

られました。１１月を「ワイズ理解」の強調月間

としているのも、この記念すべき日があるからで

す。 

この機会にワイズメンズクラブの目的などを再

認識し、さらにワイズ運動の強化や拡充を考える

時間を持っていただきたいと思います。折しも、

現在、「東日本区改訂定款(案)」を各クラブで検

討していただいております。この改定案をお読み

いただくことが、正に「ワイズ理解」につなが

り、ワイズ運動への深い理解が「明日に向かっ

て、今日動こう」との熱い思いをもったメンバー

が増えることになると思っております。どうかみ

なさま、部会で見せていただいたエネルギーをさ

らに強め、クラブ・部の活性化および会員増強に

引き続きご尽力をお願いいたします。 

 

             理事 利根川 恵子

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「第２回役員会略報」 

東日本区書記 山本剛史郎 

１１月５日（土）ＹＭＣＡ同盟本部で開催され、

議案審議において次の議案が審議され、いずれも

承認されました。 

① 「2016-17年度第1回役員会議事録承認の件」 

② 「第19回東日本区大会決算報告および余剰金

の扱いについて」 

余剰金（55,122円）は、山梨YMCAへ50,000円、

熊本地震支援募金へ5,122円を寄付する。 

③ 「2017-18年度東日本区役員承認の件」 

④ 「ヤングメンバーに対する東日本区大会登録

費補助規則の制定について」 

詳しくはＥＭＣ委員会便り参照 

⑤ 「第20回東日本区大会登録費の件」 

第20回東日本区大会（川越）の登録費は、メン

が、16,000円、メネット15,000円、ユース（29歳
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以下）8,000円、コメット(小学生)5,000円となり

ます。 

⑥ 「20周年記念誌編集委員会の選出の件」 

東日本区20周年記念誌編集委員長として北村文雄

ワイズ（厚木）を承認。 

⑦ 「「東日本区定款改訂委員会規則」一部改訂

の件」 

現規則の「（位置）第3条 第1項」の後に、「第

２項 委員会は、委員の過半数の出席で成立 し、

決議は出席委員の3分の2をもって決する。」 を

追加することを承認。 

⑧ 「東京目黒クラブの解散」 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

東日本大震災募金のお願い 

東日本大震災対策本部長 利根川 恵子 

募金は現在も継続しています。引き続きご協力を

お願いします。募金は、直接現地ＹＭＣＡへの送

金も歓迎しますが、記録保全のため、なるべく下

記の東日本区事務所の口座をご利用下さい。な

お、熊本大地震への募金も受け付けています。 

東日本大震災募金口座 

ゆうちょ銀行（記号）10070  （番号）  

31854301   

熊本大地震募金口座 

 ゆうちょ銀行（記号）001100  （番号）  

362981                             

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

新しい仲間 

 
下記の方々が10月1日以降に新しく入会されまし

たので紹介します。心から歓迎します。 

（敬称略） 

ルゾンカ・ポールさん（東京江東/再入会） 

赤根 学さん（甲府２１） 

後藤哲夫さん（甲府２１） 

浅倉秀行さん（伊東） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ＥМС委員会便り 

会員増強事業主任 菊地弘生 

予てよりＥМС委員会で諮って参りましたヤング

メンバー補助金に関する新たな制度である、「ヤン

グメンバーに対する東日本区大会登録費補助規則」が、

第2回役員会において承認されました。これにより、2016-

2017年度,2017-2018年度、2018-2019年度の東日

本区大会に参加するヤング（３９歳以下）には、

大会登録費の半額を補助することになります。 

東日本区大会に是非とも大勢のヤングメンバーが

集えるよう、部・クラブのご協力をお願い致しま

す。 

又、12月から 3月までは、インビテーション・キ

ャンペーン期間中です。新入会員を獲得し、部・

クラブ活性化に繋げて行きましょう！ 

引き続きのご協力をお願いいたします。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

次期部長・事業主任研修会開催 
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ＬＴ委員長 伊藤 幾夫 

 

１０月２９日(土)、東京・四ツ谷の日本ＹＭＣＡ

同盟会議室において、次期部長・事業主任研修会

が開催されました。 

当日は、次期部長・事業主任が全員出席し、次年

度の準備が幸先よくスタートしました。午前中

は、研修 Iとして、現理事から、「東日本区、ア

ジア太平洋地域、国際協会の現状」について、続

いて光永・東日本区連絡主事から「ワイズとＹＭ

ＣＡの協力関係」について、説明があり、続いて

栗本次期理事の次期活動方針の表明がありまし

た。また、今年度は東日本区定款の改訂作業が行

われていることから、研修 IIの特別発題とし

て、辻・東日本区定款改訂委員会委員長から、改

訂の意義、ポイントなどをご指導いただき、昼食

となりました。 

午後は研修 III「役割別研修」となり、次期部長

と次期事業主任のグループに分かれ、それぞれの

職務の心構えや経験者の体験談、アドバイスなど

から学ぶ時間となりました。 

最後の研修 IVでは、今年度から試行することと

なった e－ラーニングについて、ＬＴ委員会 e-ラ

ーニング・ワーキングチームのメンバーである亀

井大輔ワイズ（東京クラブ）からやり方について

指導していただきました。いつでもどこでも自分

のペースでできるのが e-ラーニングの長所です。

部の活性化に欠かせない部レベルでの研修を視野

に入れ、今後 e-ラーニングの教材づくりを進めま

すが、とりあえず次期部長・事業主任には、研修

終了後５日以内に、「ワイズクイズ」e-ラーニン

グ版をやっていただくようにお願いいたしまし

た。次は２０１７年３月の次期クラブ会長・部役

員研修会でも取り入れ、研修の充実に資する予定

です。 

次期部長・事業主任のみなさま、お疲れ様でした。研修内容

を実践に移し、次期への準備が順調に進むことを期待いたし

ます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 

２０１６－２０１７年度東日本区メネッ

トのつどい 

メネット委員長 相磯優子 

今年も恒例の“メネットのつどい”開催の季節とな

りました。今年度のつどいは、アナウンサー武内陶

子氏を講師にお迎えし、おいしい（？）楽しいお話

しを皆様とご一緒にお聞きできればと存じます。多

くの皆様のご参加を心より、お待ちしております。 

日時： ２０１６年１１月２６日（土）  

１１：００～１４：３０（受付開始１

０：３０） 

会場： 東京ＹＭＣＡ東陽町センター１階 Well-B 

  （住所）〒135-0016 江東区東陽町２－２－

２０ 

 （TEL） ０３－３６１５－５５６６ 

登 録 費： ３，０００円 

プログラム： 

 １１：００～１２：００ 委員会報告 

１２：１５～１３：００ 会 食 

１３：００～１４：００ 講演会  

【講師】武内 陶子 氏 

 演題  「子育てと仕事・放送の裏側」 

１４：００～ アピールタイム  
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１４：３０  解 散 

■アクセス方法 

東京メトロ東西線「東陽町」から徒歩５分 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今後の主要日程 
11月 14日（月） 

第 2回 JEF運営委員会（於：YMCA同盟－四谷） 

11月 25日（金） 

第 4回 LT委員会（於：YMCA同盟－四谷） 

11月 26日（土） 

東日本区メネットのつどい（於：東京ＹＭＣＡ東

陽町センター） 
  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

YMCAだより 

            連絡主事 光永尚生 

10月 8日は、YMCA東山荘では特別プログラムが

実施され日本中から YMCA関係者、ワイズメンが

集われました。日本 YMCA大会では、300名を超す

参加者が一堂に会して新本館の講堂が熱気に包ま

れました。10月 9日には、100名を超える参加者

が集い、新本館の献堂式が挙行され、多くのワイ

ズメンの参加をいただくことができました。今回

は工事の途上での開催で、足元の悪い中でのご参

加をいただいたことに対して、心からの感謝と御

礼を申し上げます。新本館の建物は完成しました

が、周辺部分の整備が今後とも引き続き行われて

いきます。現在までに旧本館の解体工事、芝生の

張り替え、道路整備、外装の手直しなども進めら

れます。今後、YMCA東山荘は、今まで以上に全国

の YMCA、ワイズメンズクラブ皆様に愛される施設

を目指していく所存です。 

現在、実施されています 75日間の YMCAスタッフ

研修ステップⅡでは、利根川東日本区理事と岩本

西日本区理事に講義をしていただきました。ワイ

ズの歴史や現況などわかのやすくご講義をいただ

きました。研修生のワイズ理解が深まりました。 

2017年 2月 4日(土)~5日(日)には、東西ワイズ

の交流会を東山荘で開催していただきます。全国

から 400名のワイズメンが集われる姿を今から楽

しみにしています。 

また、神戸 YMCAの余島キャンプでは、全国のリ

ーダーが集う「全国リーダー研修会」が催されま

した。同時期に、東西の会場で、大勢のユースと

シニアが集うという画期的なことでした。今後と

も、ユースが活躍しシニアが躍動する居場所を

YMCAが作り出す働きが進められればとわくわくし

た気持ちでおります。 

今回は、YMCA東山荘でのお知らせが中心でした

が、12月 30日(金)～1月 3日(火)にかけて、第

51回目の年末年始家族パーティーの受付を開始し

ています。11月末までの受付とさせていただきま

すのでお早めにご予定など入れていただければ幸

いです。連絡主事としてではなく、東山荘の職員

として精一杯のおもてなしをさせていただきま

す。皆様のご来荘を心よりお待ち申し上げます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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