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        （第３０６号・３０７号）     2016～2017 年度 主題主題 
クラブ会長後藤邦夫：「新クラブと共に ワイズを更に楽しもう」 

今月の聖句 ｢私たちが命じて、おいた様に落ち着いた  東新部 部長 (細川剛(東京)「今チャレンジ明日に向かってワクワク党支部」 

生活をし、自分の仕事に励み 自分の  東日本区理事 (利根川 恵子( 川越) 「明日に向かって今日働こ 

手で働くように努めなさい」        アジア地域会長 TUNG MING HSIAO( 台湾)「ワイズ運動を尊重」 

新約聖書 テサロケの信徒への手紙一で詩編 ３３編３節  国 際 会 長 JOAN WILSON(カナダ)たちの未来は、今日から始まる」」 

今月のテーマ：２月 TOF タイム オブ ファーストＩ  ３月 BF ブラザーファンド と メネット        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年もまた、私たちの DBC 宝塚クラの花組から、

激励のバレンタイイン チョコレートが贈られて

きました。感謝 チョコレート！！ 

 

 思えば 昨年 2 月 14 日、私たち 東京まちだ

クラブが,新クラブ(東京多摩みなみクラブ)設立を

目前にしていた時、家内がメネットがニコニコし

ながら、、入院中の私のところに、宝塚クラブから

のチョコレート プレゼントを持ってきてくれた

のでした。 

「ここまでして、私たちの新クラブ作りを励まし

てくれるかを！と、ベッドの中で涙を拭いたので

した。そして、今度はまた、私が 3 度目の入院（心

不全・肺炎）から退院して、3 ｶ月の外出が禁じら

れている時です。今度もうれしいチョコレートで

す。運んできた家内メネットが、また、ほほえん

でいます。沢山入ったチョコレートの包み袋に

は、、SEIJO ISHII 成城石井―のロゴマークが

印刷されています。 

 実は家内メネットの結婚前の実家が、この成城

（小田急線）だつたのです。成城石井の昔の姿を

知っているものですから 

これほどまで、大きくなった全国規模ので展開す

る 成城石井で買ってくれたチョコレート！！ 

ということで私もクラブの皆で食べて、元気にな

らなければならないと 新しい夢が湧いてくるの

でした。  

私はクラブの 2 月例会には失跡できませんので、 

3 月例会は、クラブ総会を開くにチョコレートを

運んで皆で食べたいｔと思います。 

クラブの将来にどのような夢が、舞い上がるので

しょうか、？ 今から楽しみにしています。  

ＤＢＣ宝塚クラブの皆様 感謝いたします。 

東京まちだクラブの皆様 頑張りましょう！！  

 

2017 年 2 月 9 日東京まちだクラブ会長  後藤邦夫 

2 月例会 2 月 25 日（土） 東京コスモスクラブ

合流例会 町田フォーラム 4 階 18：30 より 

  

3 月例会 3 月 13 日（月） 東京まちだクラブ例

会 総会 町田フォーラム 4 階 18：30 より 

 

町田ＹＭＣＡ：3 月 12 日（日）（13：30）揚がれ！ 

希望の凧 2017 3．11 から 6 年大震災復興支援 

玉川学園子ども広場  小田急線玉川学園駅北口

からスーパー三和、脇の坂道 8 分の広場   

臨時ニュース     

ワイズワイズドットコムのみなさま 、朗報です。

今晩、西村国際書記からメールにて連絡があり、

2017-2018 年度次期国際議員・アジア太平洋地域

会長に、東日本区の田中博之さん(東京多摩みな

み）が当選したとの報告がありました。従いまし

て、田中博之ワイズは、2018 年 7 月 1 日から 2020

年 6 月 3０日までの 2 年間、国際議員・アジア太

平洋地域会長としてご奉仕くださることとなりま

す。東日本区から国際議員・地域会長が誕生する

ことをみなさまと喜び、今後田中ワイズが健康に

恵まれ、要職へのご準備が十分に整うことをお祈

りいたします。また区を挙げて応援して参りたい

と存じますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。西日本区のみなさまにも、ご支援・ご協力を

お願いいたしますまた、次期国際会長には韓国の

ムン・サンボン（Moon Sang-Bong）氏が、次期

国際会計には現会計のインド・フィリップス・チ

ェリアン（Philips Cherian）氏が当選しましたの

で、併せてご報告いたします。なお、この選挙結

果は、2 月 20 日(月)には、国際本部のホームペー

ジおよび Facebook にアップされる予定です。 

取り急ぎ、お知らせいたします。 

東日本区理事  利根川恵子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東新部設立 20 周年記念・EMC シンポジューム

が開催されました。以下にご報告申しあげます。 

日時：2 月 18 日（土） 13:30-16:40 

会場：東京 YMCA 山手センター参加者：東新部

21 名、関東東部 6 名、あずさ部 12 名、湘南・沖

縄部 2 名、ゲスト 1 名 計 42 名 

始めに「EMC 発展のための課題提起」が伊藤東新

部次期部長・東日本区 LT 委員長により行われ、

続いて、「東京 YMCA 新中期計画とワイズメンズ

クラブへの期待」についてのスピーチを菅谷東京

YMCA 副総主事（次期総主事）からいただきまし

た。メインイベントはワイズ歴の浅いワイズメン

6 名による、ワイズの印象、良いところ善すべき

ところ等についてのパネルディスカッションで、

フレッシュな見方、率直な意見、斬新なアイデア

にフロア一同、大いに啓発されました。その後、

小グループに分かれて、EMC についての意見交換

が行われましたが、どのグループも時の経つのを

忘れるほど白熱した議論が繰り広げられていまし

た。終わりに参加者一同による「決意表明」（添付）

が採択され、充実したひとときを終えました。 

「決意表明」にもあるように、私たち一人ひとり

が EMC について、今考え、今行動に移すことの

大切さを実感いたしました。 

東新部以外からもパネラーを含め、たくさんの

方々にご参加いただき、実り多い会となったこと

に感謝申しあげます。 

東新部会員増強事業主査 太田勝人（東京世田谷）

東新部書記 田中博之（東京多摩みなみ） 

決意表明   

私たちは、ワイズメンズクラブ国際協会の国際憲

法および東日本区の定款に示されたモットー 

とクラブの目的に賛同し、誇りと喜びをもって、

ワイズメンズクラブの会員となり、活動を行って

います。 そして、この活動がこれからも継続、

発展していくことを願っています。しかし、近年、

残念なことに、会員の高齢化、減少の傾向が強ま

っており、活動の停滞も見ら れます。このような

状況に歯止めをかけ、より活発で豊かな活動を行

うために、私たちがなすべきことを今考え、今行

動に移すことが必要であると認識します。私たち

は、一人ひとりが志を持ち、思いを巡らし、知恵

と力を出し合うこと、勇気を持って変革していく

ことをここに決意表明いたし ます。 

 2017 年 2 月 18 日  ワイズメンズクラブ東日

本区東新部 EMC シンポジューム参加者一同 

東京まちだクラブ  活動報告- 

 1 月例会  在京新年会      平本ﾒﾝﾊﾞ

ｰ 出席    

  2 月 3・4 日 第 2 回 東西日本区交流会 語

ろう！未来につなぐワイズスピリットを！！ 東

山荘に屋Ｓ約３70 名 谷治ﾒﾝﾊﾞｰ^出席 

 2月 7日  東京多摩みなみ例会  谷治ﾒﾝﾊﾞｰ 

出席  活きある楽しい例会でした。  

  2 月 13 日 町田 YMCA 活動委員会 ベテ

ンランテイア打合会  谷治ﾒﾝﾊﾞｰ 出席者はベ

テランでした。将来ある仲間 

 2 月 18 日  沼津クラブ 5０周年記念例会（富

士山部） 谷治ﾒﾝﾊﾞ 全国から 160 名ワイズメン

集る盛大でした未来ある。あきらめるな！  や

り遂げられる！“そこに未来はある ！ 

東京 YMCA 報告  ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

▼12 月 23 日東陽町センタークリスマスオープン

ハウスが地域の方々や近隣小学校の協力のもと開

催されました。バザー、模擬店、被災地応援物産

販売、絵画展、ウエルネスセンターの子どもたち

の発表会などが行われ、約 65 万円の収益金は、地

域の高齢者プログラムや国際協力活動、被災地支

援、青少年リーダー養成のために用いられます。

ご協力に感謝致します。 

 

▼全国のＹＭＣＡでは今年も 2 月 22 日に「いじ

めのない世界をめざそう 2017＜ピンクシャツデ

ー＞」を実施します。ピンクシャツデーとは、2007

年カナダの二人の学生から瞬く間に世界に広がっ

た世界的いじめ反対運動です。 ピンクのシャツを

着て登校した少年が「ゲイ」だといじめられまし

た。 それを見た 2 人の友人が 50 枚のピンクのシ

ャツを友人・知人に配り翌日登校しました。呼び

掛けに賛同した多数の生徒がピンクのＴシャツを

着て登校して 学校中がピンク色に染まり、いじめ

が自然となくなったそうです。 そのエピソードが

SNS 等で世界中に広まり、現在では 70 ヵ国以上

の国でいじめに対する活動が行われています。カ

ナダで最初にこの出来事があった日が 2 月の第 4

水曜日でした。それ以降 YMCA では、2 月の第四

水曜日にはいじめについて考え、いじめられてい

る人々と連帯する思いを表す一日としています。

どうぞお覚え下さい。*以上、よろしくお願いいた

します。 

 担当主事 小畑貴裕 

編集後記 

ブリテン作成がこんなに大変だとは思いませんでした。 正直に原稿がないということは、自分がかかな

いといけない。幼稚園出てない私は、字。漢字がｷﾗｲ」おしゃべり大好き今回は、療養中の会長を口説き、

原稿くれないと、ブリテンは発行しません。(ごめんなさい)総会通知もしません。！？病にある後藤さん

を動かしてくれたのは、花組です。私も目に手術ご、角膜が炎症起きて、3 カ月コンピュタ－、テレビを

止められていますが、拡大鏡眼鏡をかって、苦戦していますので、大きい活字ですいません。 

後期高齢者になった一人言 つぶやき  タニヒデ FBfb 芸名見て 


