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東日本区理事通信 
   

主  題  『広げよう ワイズの仲間』 

“Extension Membership ＆ Conservation” 

スローガン『楽しくなければワイズじゃない 積極参加で実りある奉仕』 

“Joyful life through Y’sdom Service with Positive action” 
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理事メッセージ 東日本区理事 栗本治郎 

東日本区２１年目となる２０１７-２０１８年度がスタート致しました。現在の東

日本区の状況は、会員の減少と高齢化が進み、１５名以下のクラブも半数以上あり

ます。クラブの弱体化です。そこで、今期の主題を「広げよう ワイズの仲間」と

し、英語表記を“Extension Membership ＆ Conservation”としました。 

ズバリ「Ｅ・Ｍ・Ｃ」です。 

E 新クラブ設立につきましては、部にエクステンション委員会を設置し、部として

組織的に積極的に新クラブ設立に取り組む体制を作りたいと思い、各部長にエクス

テンション委員会の設置をお願いしました。既に、委員会を立ち上げた部もありま

すが、各部とも出来るだけ早いスタートをお願い致します。 

M・C につきましては、各クラブ、各会員が会員増強の気持ちを強く持ち、本気で新

会員の勧誘・獲得に当たることです。 

キックオフに当たり、今期、本気で「Ｅ・Ｍ・Ｃ」に当たる気持ちを会員一人一人が共有して頂くことを期

待致します。RBM(ロールバックマラリア)については、２０１０年から５年間展開されましたが、更に３年間

の延長がされ、今年度が最終年になります。全クラブの献金目標の達成を期待しますと共に、ワイズ内

だけでなく一般社会への広がりも期待されます。 

                                         

 

第１回常任役員会報告 

２０１７年６月２１日（水）、今期第１回目の常任役

員会を四谷の日本 YMCA 同盟会議室にて、大雨で東海

道新幹線が不通となるなど、交通網が遮断されている

中、オブザーバーも加わり計１４名で若干遅れて開催

されました。内容は、第１回役員会の事前準備で、提

出議案の確認や協議議案、アジア太平洋地域大会につ

いて検討いたしました。 

第２回常任役員会は８月２４日（木）熱海にて開催

予定です。 

 

 

第２７回アジア太平洋地域大会の開催について 

２０１７年７月２１日～２３日にタイのチェンマイ

で開催されます。現在、東日本区からは４８名の参 

加、西日本区から２３名参加の予定です。前日の２ 

０日には、チャリティのモスキートカップゴルフ大 

会も開催され、東日本区からも数組エントリーして 

います。 

まだ、登録できますので是非ご参加ください。 

なお、AYC（エリアユースコンボケーション）は１ 

９日～２３日に開催され、東日本区から７名の参加 

予定です。 

 



第１回役員会開催の案内 

第１回役員会を７月８日（土）１０時（受付）より、 

四谷の日本 YMCA同盟会議室にて開催致します。 

議題は、2016-2017年度第４回役員会議事録承認、 

2016-2017年度年次代議員会議事録承認、2016-2017 

年度会計決算承認、第２８回アジア太平洋地域大会 

開催地立候補の詳細等についてです。 

                        

周年例会について 

クラブ周年例会の予定のあるクラブは、区書記の大 

川貴久まで連絡をお願いします。お知らせ頂ければ、

理事通信で広報致します。 

                        

半年報提出について 

各クラブ会長さんに「会長必携クラブ運営ファイル」 

を郵送しましたが、その中の前期半年報報告用紙に 

７月１日現在の会員数と異動報告を記入して、７月 

１０日までに所属部長に FAX又はメール添付で送付 

してください。各部長はこれらを集計して７月１５ 

日までに会員増強事業主任の榎本 博まで報告をお 

願いします。 

                        

ロースター配布について 

７月２０日以降に各クラブに届く予定です。訂正個 

所が有りましたら、東日本区事務所か区書記の大川 

貴久まで連絡をお願いします。 

                        

メーリングリストについて 

新年度のメーリングリストを ITアドバイザーの大 

久保知宏さんが管理しております。理事通信の配信 

や委員会の連絡など基本的にメールにて行いますが、 

不具合がありましたら、大久保さんに連絡をお願い 

します。今期からサーバーが変わり、アドレスも変 

わります。 

新メーリングリストは８月 1 日より運用開始。

(@jerys.jp)となります。 

                        

ワイズドットコムへの登録について 

ワイズドットコムには東西で約 700名が登録されて 

います。参加されていない方は、是非登録して下さ 

い。ワイズの情報が満載です。ITアドバイザーの大 

久保知宏さん（宇都宮）にご連絡頂ければ登録可。 

６月入会者紹介（４名入会されました） 

黒田 和代さん（所沢クラブ）2017.6.10 

鈴木 誠さん（東京武蔵野多摩クラブ）2017.6.14 

佐藤 健吾さん（仙台広瀬川クラブ）2017.6.21 

植松 成二さん（富士宮クラブ）2017.6.27 

                        

東日本区災害募金（熊本大地震支援） 

東日本区大会礼拝献金  ６５，５００円 

理事杯ゴルフコンペ   １８，０００円 

関東東部       １００，０００円 

 

東日本大地震支援募金 

東日本区大会礼拝献金  ６５，５００円 

                        

東日本大地震支援補助金実施しました 

東京世田谷クラブ    ４５，４４０円 

信越妙高クラブ     ７４，４９０円 

東京たんぽぽクラブ   ３４，２００円 

                        

７月の委員会・役員会他の予定 

７月１日（土）前年度東日本区打上会 

７月２日（日）アジア太平洋地域大会の打合せ 

７月５日（水）区メネット委員会 

７月７日（金）区 LT委員会 

７月８日（土）第 1回東日本区役員会（四谷） 

７月２１日～２３日 

    第２８回アジア太平洋地域大会（チェンマイ） 

                        

東日本区定款改訂について 

定款改訂委員長 辻 剛（横浜つづき） 

昨年度は、当委員会の委員を始

め各クラブ、各部の皆様には、見

直し作業に大変熱心に取り組んで

いただき誠にありがとうございま

した。お陰様で６月３日開催の年

次代議員会に提案され無事承認さ

れまた。今後の予定ですが、８月

開催予定の郵便投票による臨時代議員会にて2回目の

承認をいただければ英訳をしたうえで、２０１８年

１月の国際協会憲法審議会、８月の国際議会に上程

し承認を得て、初めて発効の運びになります。全て

順調に運べば以上のようになります。 



地域奉仕 

思いやりの心で地域に奉仕 

地域奉仕事業主任  

前原末子(御殿場) 

この度、栗本理事の下、地域奉

仕事業主任を拝命されました前原

末子と申します。 

ワイズではまだまだ若輩者で、今は重責感でいっぱ

いですが先輩方の意見を拝聴し、そして栗本理事のス

ローガン<楽しくなければワイズじゃない 積極参加

で実りある奉仕>の心意気で頑張らせて戴く所存です。 

一年間何卒宜しくお願い申し上げます。 

今年度の目標としては、YMCAと協力して地域社会の求

めに答える奉仕の実践に心がけましょう 

＊ 一クラブ一事業の推進 地域へのアピール、他ク

ラブへの参加・協力 

＊ 新しい CSプログラムの開発を図ろう 

＊ 地域における知名度を高める。CS 事業を推進し、

(入会したいクラブ)を目指す 

＊ クラブ対抗、フォトコンテストの継続・活動の主

体は、それぞれのクラブです。 

各クラブがより豊かな活動を進めることや、クラブ間

の連帯・交流を深めること等が、地域事業奉仕に繋が

ることと思います。        

ワイズメンズクラブを地域社会にもっと知って戴く

こと、アピールも大切なものだと感じます。 

各クラブの特徴を生かした活動・運動無理をせず小さ

なことからでも長く続けられること、一人一人が強い

義務感を持ち、思いやりの地域奉仕が存続することを

願っております。<自分を愛するように隣人を愛そう>

人としての基本です。争いのない社会思いやりの心を

もって地域社会に奉仕していきたいものです。 

 

会員増強 

ＮＥＯワイズメンズクラブ 

会員増強事業主任  

榎本 博（伊東） 

今年度、栗本理事の下で会員増

強事業主任という大役を仰せつか

りました榎本 博と申します。ど

うぞ宜しくお願い致します。理事

主題である『 広げよう、ワイズの仲間 』英語表示で

は… そのものズバリ『 Ｅ・Ｍ・Ｃ 』この意味を理解

し、皆様と「会員増強」というキーワードを共有し、

各クラブが円滑に活動できるよう 1人でも多くのメン

バー（理解者）を獲得できるような会員増強を展開し

ていきたく思います。また、理事目標の一つである、

各部にエクステンション委員会を設置するでは、所属

の富士山部においてモデルとなれる様な委員会を立

ち上げられるよう、富士山部部長・会員増強事業主査・

各クラブと連携し推めていきたく思います。会員増強

事業の主題と致しましては「ＮＥＯワイズメンズクラ

ブ」ＮＥＯとは…今までにあった物の新しい形を意味

します。同じ事を同じ様にやるのではなく、会員獲得

の為に一ひねりアイデアを加えて頂きたく思います。

例えば、女性会員に目を向ければ、近年は増加傾向に

あることが分かるかと思います。クラブ内において

「会員獲得・会員増強」への新しいアプローチの方法

など検討して頂きたくお願い申し上げます。 

【事業目標】 

１.Ｅ（クラブ拡張）①部にエクステンション委員会を

設置する（複数年で取り組む体制）②新クラブ設立

を目指す 

２.Ｍ（会員増強）①各クラブ純増 2 名以上②グッド

スタンディング（会員数 15名）を目指す③インビ

テーション キャンペーンの実施 

３.Ｃ（維持啓発）①クラブの刷新と柔軟性②早期退会

者ゼロを目指す③ノンドロップを目指す 

【表彰基準】 

*対象期間：2017/5/1(月)～2018/4/30(月) 

１.Ｅ部門①新クラブ設立賞：年度内にチャーターし

たクラブのスポンサークラブ 

２.Ｍ部門①最優秀賞：最も多くの新入会員を獲得し

たクラブ②優 秀 賞：最優秀クラブに次ぐ新入会

員を獲得したクラブ③努 力 賞：２名以上の新入

会員を獲得したクラブ④インビテーション優秀

賞：最も多くのポイントを獲得したクラブと個人 

３.Ｃ部門①出席率最優秀賞：例会への出席率が 100％

もしくは最も高出席率のクラブ②出席率優秀賞：

例会への出席率が 90％以上のクラブ③ノンドロッ

プ賞：期間中の退会者ゼロのクラブ④グッドスタ

ンディング賞：会員数 15名以上を達成したクラブ 

４.特別賞①EMC事業に積極的に取り組み、成果を収め

た部やクラブまたは個人 



国際交流 

「フイズの幅広いネットワーク

を楽しみながら、よりよい未来

へとつなげよう」 

 国際・交流事業主任  

進藤重光（東京） 

ワイズの皆さま、これから一

年間、ご指導とご協力をどうぞ

よろしくお願いいたします。 

今やワイズメンズクラブや YMCA だけではなく、私

たちの社会においても国際・交流というテーマは切っ

ても切れない関係にあります。本邦に憧れを抱いてや

ってくる留学生がコンビニや飲食店などで働く姿は

日常風景となっていますし、日用品・食料品が国内各

地からだけでなく数千キロの彼方から送られてくる

時代。このようなグローバル経済の中で「地球市民」

としての行動指針が必要になる一方で、文字通りの

「隔ての壁」（『聖書』エフェソ書 2・14）を敢えて作

ろうとする動きがあることも、また現実です。この中

で私たちワイズは、国境を超えた「ポジティブネッﾄ」

を生かした多様性の豊かさ結び付きの喜びを楽しん

で伝えながら多くの方々と共に歩んでいきたいと思

います。 

１．ひと月当たりで（一人分）５００円以上の献金へ

のご協力お願いいたします（目標年間 6,000円）。 

B F― ２，０００円以上   RBM―８００円以上 

TOF― １，３００円以上   YES―５００円以上 

※クラブから部への集計結果－２月１５日までに 

※部から区への集計結果― ２月２９日までに 

２．RBMは７月が強調月間のテーマの一つです。また、

４月２５日は「世界マラリアデ―」、８月２０日は

「世界モスキートデ―（蚊の記念日）」です。各ク

ラブで折に触れて、国連のプロジェクトに連動し、

２０１８年まで継続となった、このワイズの国際

統一事業（UGP）の意義をお伝えください。説明用

の資料は各部宛にメールでお送りいたします。 

３．IBC・DBC 活性化をご一緒に図って参りましょう。

インターネット上の SNSや翻訳機能も活用し、お

互いの写真を交換するのはどうでしょうか。 

４．使用済み切手の収集――「無から有を生む」こと

を目指した伝統的な事業を継続して参ります。 

皆さまのご意見をお待ち申し上げております。 

ユース 

ユース事業について 

ユース事業主任   

長津徹（東京サンライズ） 

前期に引き続いて本年度のユー

ス事業の主題を「ユース事業を

通じて理事方針の実現を目す」

といたしました。理事方針の

「広げよう ワイズの仲間」をユース事業を通じて

目指していきます。 

前年度の「部の強化・活性化」も引き続き目標とい

たします。部主催のユース育成事業に対して、 

５万円を上限として、支援を実施します。計画書を

１０月末までにご提出いただき、３月末までに実施 

いただきます。４月末までにご報告いただいた時点

で支援金を給付いたします。 

理事スローガンの「楽しくなければ ワイズじゃな

い 積極参加で実りある奉仕」を推進し、結果とし

て会員増強の実現のために、各クラブでの検討をお

願いします。 

クラブの事業や例会プログラムにユースとの交流

や、協働する事を取り入れていただきたいと思いま

す。ユースと関わることにより、より楽しいクラブ

ライフが実現し、クラブの活性化につながると思い

ます。 

従来通り区主催のユース・ボランティア・リーダー

ズ・フォーラム、オープン・フォーラム・Y、国際・

ユース・コンボケーションへの派遣の三事業を推進

して参ります。特にユース・ボランティア・リーダ

ーズ・フォーラムではYMCAのユースリーダー達と直

接関る事の出来る貴重な機会です。多数のメンに参

加いただきたいと思います。皆様のご理解、ご支援

をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“絵本を贈る活動” 

   2016-2017 年度 メネット委員長 相磯優子 

去る６月９日に 2016-2017年度を締めくくる最後の活

動、“絵本を贈る活動”発送作業を行いました。前年度

は、７YMCA ３６保育施設からの絵本のお申し込みを

頂きました。 

今年度は、９YMCA ５４施設から申し込みを頂き、１

６２冊を贈呈することができました。各 YMCA のチャ

イルドケア担当の皆様にこの事業が支持され、拡大し

ておりますことは喜ばしいのですが、各施設にお届け

できる冊数は限りがあります。より多くの子供たちに

絵本を届けたいと願い、１年間、ワイズメン、メネッ

トの皆様へ献金をお願いしてまいりました。皆様から

の絵本を手にした子供たちの笑顔をお届けいたしま

す。ご協力いただきました全ての皆様へ感謝申し上げ

ます。 

 

YMCA より         

連絡主事 光永尚生 

2017-18年度のワイズメンズクラブ国際協会東日本区 

連絡主事を昨年度に続き拝命した光永尚生です。一年

間お世話になりますが、宜しくお願い申し上げます。 

東日本区大会、西日本区大会では多くの皆様から、い

ただいた、東日本大震災支援、熊本地震支援活動、 

YMCA東山荘建設募金への御礼をお伝えすることが 

でき心より感謝申し上げます。７月２４日～２９日に

は YMCA 東山荘で、全国の２９名のスタッフが専門職

管理者研修会に参加されます。多様化する現代社会 

に対応できる人材育成のため、様々な職域を担う全国

のスタッフが YMCA 東山荘に集います。４年目の取り

組みとなります。保育現場や社会福祉の現場で働く

YMCA職員が対象です。また、新しい栗本理事期になり、

各地の例会などはもちろんですが、各地域の YMCA と

ワイズメンズクラブとの協働がさらに推進され地域

社会に対しての貢献や発信が進められていくことが

社会をよい方向に変容していく原動力となると考え

ております。その過程で、理事の目指されている EMC

の実現も並行して進んでいくような未来予想図を感

じます。１０月１日からは、YMCAの「ポジティブネッ

トのある豊かな社会づくり」のシンボルの一つとして、

YMCAロゴの刷新が発表されます。すでに、現物は、YMCA

とワイズの協働の場では発表されており、ここからの

期間は、私たちの働きの内実化の時期として捉えてい

ただければ幸いです。 

                         

東日本事務所からのお知らせ 

職員 小山憲彦（東京サンライズ） 

今期の業務時間 

月・水・金の 13時～18時 

TEL：03-5367-6652（FAX 兼用） 

Email:yseast2010@gmail.com 

アジア太平洋地域大会出席のため、７月２０日～

２４日まで事務所は留守になります。 

 

 

 

 

 

 



会長一覧 

 ２０１７－２０１８年度クラブ会長一覧表  

 １   札幌クラブ   柴田伸俊  

 ２  北見クラブ   古賀勝己  

 ３   十勝クラブ   山田敏明  

 ４  札幌北クラブ   高杉純二  

 ５   仙台クラブ   横倉 純  

 ６  前橋クラブ   岸 龍也  

 ７   宇都宮クラブ   大久保知宏  

 ８  仙台青葉城クラブ   加藤重雄  

 ９   足利クラブ   諏訪治男  

 10  会津クラブ   青山孝男  

 11   宇都宮東クラブ   岡田孝司  

 12  那須クラブ   田村修也  

 13   もりおかクラブ   井上修三  

 14   仙台広瀬川クラブ   及川浩美  

 15  石巻広域クラブ   日野 峻  

 16   東京江東クラブ   酒向裕司  

 17  千葉クラブ   青木清子  

 18   東京グリーンクラブ   浅見隆夫  

 19  埼玉クラブ   上松寛茂  

 20   東京北クラブ   村杉克己  

 21  所沢クラブ   小関京子  

 22   東京ひがしクラブ   金丸満雄  

 23  川越クラブ   吉野勝三郎  

 24   茨城クラブ   土谷明男  

 25  東京ベイサイドクラブ   峯岸友彦  

 26  東京クラブ   木村光晴  

 27   東京むかでクラブ   城井廣邦  

 28   東京世田谷クラブ   寺門文雄  

 29  東京まちだクラブ   後藤邦夫  

 30   東京コスモスクラブ   松香光夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31   東京センテニアルクラブ   申 鉉錫  

 32   信越妙高クラブ   福澤系司  

 33  東京多摩みなみクラブ   石田孝次  

 34   甲府クラブ   丹後佳代  

 35  東京山手クラブ   上妻英夫  

 36   東京西クラブ   本川悦子  

 37   東京武蔵野多摩クラブ   板村哲也  

 38   松本クラブ   正木岳馬  

 39   東京サンライズクラブ   江原修一  

 40   甲府２１クラブ   佐藤重良  

 41   東京八王子クラブ   小口多津子  

 42   東京たんぽぽクラブ   小原史奈子  

 43   富士五湖クラブ   原 淑子  

 44   長野クラブ   森本俊子  

 45   横浜クラブ   舟田正夫  

 46   沖縄那覇クラブ   玉城哲人  

 47   鎌倉クラブ   千葉裕子  

 48   横浜とつかクラブ   浦出昭吉  

 49   厚木クラブ   小松仲史  

 50   金沢八景クラブ   高橋徳美  

 51   横浜つづきクラブ   今城宏子  

 52   沖縄クラブ   宮里伸一郎  

 53   熱海クラブ   山崎英史  

 54   沼津クラブ   渡邉実帆  

 55   伊東クラブ   齊藤福男  

 56   三島クラブ   藤田小夜子  

 57   下田クラブ   臼井啓太郎  

 58   熱海グローリークラブ   勝又隆吉  

 59   御殿場クラブ   大和田浩二  

 60   富士クラブ   漆畑義彦  

 61   富士宮クラブ   山本昭宏  

 

 

 

 

 



第２１回東日本区大会のご案内 

第２１回東日本区大会 IN沼津が下記の様に開催 

されます。世界遺産の富士山や韮山の反射炉など 

見所も満載です。1年先ですが、今からスケジュ 

ールに入れて下さるようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

高田純次氏は皆さんご存知と思いますが、タモリさ

んは「この人はおかしいんじゃないかと。（適当な）こ

の俺でさえ微かに不安を覚える人物と評した。島田紳

助さんは「高田さん格好いいでしょ。唯一の欠点は、

他人の話を聞かないこと」と評した。(^^;) 

 

高田純次さんが TV番組で語っていた「歳とってやっ 

ちゃいけないこと」 

 

「説教」「昔話」「自慢話」「病気の話」だそうです。 

皆さん自分に当てはめてみてください。老害が始まる

とこうなるそうです。自分も含めて超納得!  

 

東日本区がそうなる前に「Ｅ・Ｍ・Ｃ」で前進! 
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