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2月 4日（土） 

第 1部 開会式、講演（14:00～） 本館講堂 
司会 太田勝人（東日本区国際・交流事業主任） 

森田美都子（西日本区国際・交流事業主任） 

1. 開会点鐘   東日本区理事    利根川恵子 

2. ワイズソング       一  同 

3. 聖句・祈祷   所沢クラブ    澁谷弘祐 

4. 開会のことば  第 2 回東西日本区交流会実行委員長 田中博之 

5. 来賓挨拶   日本 YMCA 同盟総主事  島田 茂 

日本 YMCA同盟次期総主事  神﨑清一 

6. 理事挨拶   西日本区理事    岩本 悟 

    東日本区理事    利根川恵子  

7. 講演「YMCAのブランディングとワイズ」 

日本 YMCA同盟理事   中道基夫 

8. 歓迎のことば（東山荘の歴史） 

東山荘所長    堀口廣司 

9. オリエンテーション 東山荘副所長    光永尚生 

10. 交流プログラムのご案内      各 担 当 

11. 記念撮影（本館外） 

12. ラーメンタイム（食堂） 

 

第 2部 交流プログラム（15:45～） 
 
交流プログラム 会場 交流プログラム 会場 

LT/LD 第 4 会議室（2号館） ウォーキング 本館前集合 

IBC/DBC 第 10会議室（6号館） ヤング 第 9 会議室（6号館） 

エクステンション  第 1 会議室（1号館）  雪合戦 本館前集合 

音楽 講堂（本館 2階） メネット 小食堂（本館 1 階） 

ダンス 第５会議室（国際会議室）   

 

第 3部 夕食懇親会（18:45～） 体育館  

司会     丹後佳代（甲府クラブ） 

小林千春（京都パレスクラブ） 

 

1. 開会挨拶   第 2 回東西日本区交流会実行副委員長 遠藤通寛 

2. 食前感謝   熊本スピリッツクラブ   福島貴志 

3. 乾杯   

4. お楽しみプログラム 

全日本東西対抗ワイズ合戦、ミュージックタイム、ダンスタイム、抽選会、 

アピールタイム・・・・ 

5. 中締め   東西日本区次期理事     栗本治郎/大野勉 

 

 



第 4部 フェローシップアワー（21:00～）  

メイン会場：食堂（本館 1 階）：23時まで  

DBC 交流会場 

千葉・大阪高槻 1号館食堂 

東京グリーン・熱海・京都パレス 第 10会議室（6号館） 

東京ひがし・京都ウエスト 第 4 会議室（2号館） 

東京むかで・神戸ポート 第 5 会議室（国際会議室） 

甲府・和歌山 第 2 会議室（1号館） 

熱海グローリー・名古屋・和歌山紀の川 第 9 会議室（6号館） 

自主プログラム 

トーク：「雲の上の支配人 35年間」 

富士五湖クラブ望月副会長  
第 1 会議室（1号館） 

2月 5日（日） 

6:30        早朝ウォーク/ジョギング 本館前集合 

7:00～8:00  朝食① 1号館、2号館、3号館、４号館、5号館宿泊者 

8:00～9:00  朝食② 6号館、フィッシャー館、ロッジ宿泊者、早朝ウォーク参加者 

9:00～10:00 日曜礼拝 奨励：池田正勝（十勝）、司会：山本剛史郎（川越）、 

奏楽：田中直美（東京多摩みなみ）、献金感謝祈祷：吉田明弘（東京西） 

 

第 5部 講演、報告、DBC/IBC締結式、閉会式（10:00～） 本館講堂 
司会 岩本守弘（熊本ヤングクラブ） 

1. 講演「ワイズと YMCA、今後への期待」 

前アジア・太平洋 YMCA同盟総主事 山田公平 

2. 被災地レポート 

東日本大震災  石巻広域クラブ   清水弘一 

熊本地震  熊本にしクラブ   亀浦正行 

3. DBC/IBC締結式  千葉―大阪高槻 大阪泉北―台北 A-List 

4. 東西日本区大会アピール 

5. 閉会のことば  第 2 回東西日本区交流会実行委員長 田中博之 

6. YMCAの歌       一  同 

7. 閉会点鐘   西日本区理事    岩本 悟 

 

12:00～ 昼食（本館食堂） 

12:50  三島駅行きバス出発（本館前）   
受付・本部    本館 2階・第 8会議室 

クラブ物販コーナー・ラウンジ 本館 2階・第 7会議室 

バザーおよび西日本区メネット物販 本館 1階・小食堂（4日 17:30分ごろオープン予定） 

給茶器     本館 1階、2階の廊下 

自販機     1号館ロビー、2号館ロビー、3号館外、 

5号館/6号館外浴室前 

 



聖句 

施すべき相手に善行を拒むな／あなたの手にその力があるなら。  

出直してくれ、明日あげよう、と友に言うな／あなたが今持っているなら。  

友に対して悪意を耕すな／彼は安心してあなたのもとに住んでいるのだ。  

理由もなく他人と争うな／あなたに悪事をはたらいていないなら。 

不法を行う者をうらやむな、その道を選ぶな。  

主は曲がった者をいとい／まっすぐな人と交わってくださる。     （箴言 3章 27節～32節） 

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 

YMCAの歌      

１． 若人のあつきいのりは 百年の歴史をつづる 

とこしえの  のぞみにもえて 栄あり 

YMCA われらまた こぞりて起たん   

２． 開拓のみむねかしこみ 福音のみ旗は進む 

地のはての  国々までも  ひかりあり 

YMCA われらまた 勇みて行かん    

３． 民族のへだてとりさり  手をつなぎ一つとなりぬ 

もろともに 心合わせて  実りあり 

YMCA われらまた 誓いて勝たん 

 
ご案内 

 宿泊室は 15時から利用できます。鍵は各部屋の中に置かれています。各部屋の宿泊者の中で行動を

別にされる場合は、鍵をフロントにお預けくださることをお奨めいたします。チェックアウト（鍵

の返却）は 5日 10時までにフロントへお願いいたします。 

 各浴場は 17時から翌朝 7時まで利用可能です。 

 5日朝食は食堂の収容人数の関係で 2グループに利用時間を分けさせていただいています。ご協力

をよろしくお願いいたします。 

 講堂、1、2 号館ロビー、各会議室では Wi-Fi をご利用いただけます。パスワードの要求があった

場合は「ymca1133」を入力してください。 

 東山荘 100 年募金、東日本大震災/熊本地震復興支援募金（日曜礼拝時の献金）へのご協力をよろ

しくお願いいたします。 
 何かあれば 090-9823-6387(田中実行委員長)または 090-3323-3289（東山荘光永副所長）までご連

絡ください。 
 
 
 
 

【東山荘からのメッセージ】 
東山荘にお越しいただきありがとうございます。東山荘は 102年前に広岡浅子さん（NHK連続ドラ
マ「あさが来た」ヒロインのモデル）やフィッシャーさんなどの献金により学生 YMCA の夏季学校
の常設館として御殿場に設立されました。イエス・キリストの生き方や、民本主義の考え方が研究さ
れ、大正デモクラシーの発信地となり日本の民主化は東山荘から始まったと言っても過言ではありま
せん。戦後、世界 YMCA 大会や、アジア赤十字会議等が開かれ、日本が国際化していく原動力にも
なりました。 
今回、第 2回東西日本区交流会の開催の運びとなり、皆さんをお迎え出来ますことは、第 3代目の本
館建設を成就できた東山荘の歴史の中でも快挙です。第 2世紀の歩みの始まりを皆様と共に歩み出す
ことが出来ますことを心から感謝申し上げます。   日本 YMCA同盟 東山荘所長  堀口廣司 


