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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” 

強調月間  IBC／DBC                            2018.1.1 発行 第 7号 

理事メッセージ 東日本区理事 栗本治郎 

明けましておめでとうございます。希望に満ちた新春をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。今期も早くも半分が経過し、折り返しになりました。７月のスタート時決めた目標に向け

て順調に推移されているでしょうか。今一度目標の確認をし、新たな気持ちで後半をスタ

ートさせましょう。今月は IBC／DBC の強調月間です。活発に IBC・DBC の交流をさ

れていると思いますが、まだ、どちらも締結をされていないクラブは、クラブライ

フの幅を広げることになりますので是非ご検討下さい。 

                                       

 

RDE 研修会・MYM 報告 

１２月１日～３日までアジア太平洋地域・韓国地域合同

RDE 研修会と３日～４日にアジア太平洋地域年央会議

が、韓国の金浦で開催されました。今年は、田中博之次

期アジア太平洋地域会長、利根川恵子直前理事、宮内

友弥次期理事、MYM のみ参加の栗本が出席致しました。

また、西日本区からも大野 勉理事と遠藤通寛次期理事

が出席されました。 

  年央会議では、第 3回アジア太平洋地域議会の議事

録承認、前年度アジア太平洋地域決算報告および予算

案の承認、第 27 回アジア太平洋地域大会（チェンマイ）

の報告等の各種報告があり、特に SDS、YES について

検討されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期半年報の提出をお願いいたします 

各クラブ会長、部長あてに後期半年報の用紙が送付

されていると思います。後期半年報は、各クラブ会長か

ら部長宛てが 1 月 10 日（水）締め切り、各部長から榎本

博会員増強事業主任宛が、1 月 15 日（月）締め切りとな

っています。 

報告は、2017年 7月 1から 12月 31日までの入退会

者の異動を反映したものとなります。 

クラブ会長→部長  1月 10日まで 

（東日本区事務所にも写しをお願い致します） 

部長→榎本 博会員増強事業主任  1月 15日まで 

（東日本区事務所にも写しをお願い致します） 

2018 年 1 月 1 日以降の入退会者は来年度（2018 年

7 月）の前期半年報の対象となります。期限厳守で正確

な報告をお願い致します。 

 

国際会長および国際憲法改正への 

投票はお済ですか！ 

次々期国際会長の投票および国際憲法改正に関す

る投票の締め切りは１月３１日（スイス・ジュネーブ国際本

部必着）です。それぞれに投票権のあるクラブ会長の皆
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様は、郵送してある候補者のプロフィールを参考にして

頂き、また国際憲法改正案の参考資料を参考にされ注

意事項を良くお読みになり必ず投票をお願いいたします。

投票は郵送、ファックス、メールのいずれの方法でも結

構です。憲法改正の税制については、東日本区ホーム

ページのトップに掲載のアニメを参考にご覧下さい。 

 

第 23回東日本区大会ホストクラブ募集 

2018 年の沼津での第 21 回東日本区大会（栗本理事

年度）、2019年の東京での第 22回東日本区大会（宮内

理事年度）に続く、第 23 回東日本区大会（山田理事年

度）のホストクラブを募集いたします。クラブの活性化、

会員増強、あるいは、周年記念事業の一環として積極的

にご応募ください。なお、複数クラブから立候補があった

場合は、東日本区定款施行細則第 8条第 1項に基づき

選定が行われます。立候補を希望されるクラブは用紙を

東日本区事務所にご請求ください。 

応募の締め切りは 2月 28日です。 

 

2018-19 年度次々期理事および監事候補者の

推薦をお願いします。 

各クラブ会長に、推薦依頼状および推薦用紙をお送

りしています。2018-2019 年度の次々期理事候補者（理

事任期 2020 年 7 月～2021 年 6月）および監事候補者

（監事任期 2018 年 7 月～2020 年 6 月）の推薦をお願

いいたします。理事、監事にふさわしいと思われる方が

いれば、自クラブ、他クラブ問わずにご推薦をお願いし

ます。推薦されるクラブ会長は、推薦書をメール添付、フ

ァックスまたは郵送で、利根川恵子・指名委員会委員長

（直前理事・川越クラブ）までお送りください。締め切りは

2018 年 2 月 28 日です。なお、ご推薦頂いた候補者は

指名委員会での審議・指名、東日本区役員会での承認

を経て、2018年 6月 2日開催予定の年次代議員会にて

正式選出されることとなります。 

 

1 月は IBC／DBC の強調月間です 

IBC（国際兄弟クラブ）については、61 クラブ中三分の

一のクラブがまだ、IBCを結んでいません。ワイズ活動の

幅を広げる事に繋がります。是非ご検討下さい。 

DBC（国内兄弟クラブ）については、東・西日本区で

締結されているクラブが多くありますが、東日本区同士で

締結されているクラブも有ります。他クラブのクラブ運営

など参考になり刺激を受けることも多くあります。 

今期は、8 月 26 日に沖縄クラブと京都 Tobe クラブが

DBC を締結しました。また、富士五湖クラブと京都洛中

クラブがそれぞれ創立 15 周年、30 周年を記念し、2018

年 2 月 3 日に京都洛中クラブの 30 周年記念式典例会

の時 DBCを締結いたします。 

 

三島クラブ４０周年記念例会 

三島クラブの創立 40周年記念例会が 12月 2日（土）

に日本大学国際関係学部の三島駅北口校舎にて開催

されました。一部は記念事業として、子供が描く「ふるさと

三島」絵画コンクール展を開き、この表彰式を開催しまし

た。豊岡武士三島市長、宮沢正美静岡県議会議員を初

め三島の重要ポストの方々を招待し、応募作品から特

選・入選・佳作の 50作品を選び、全員を登壇させ表彰し

ました。受賞の子供さんと共に父兄も参加され、大変盛

大な記念例会で、ワイズの宣伝にもなったことと思います。 

三島教育長からも毎年開催して下さいとの要望も有りま

した。三島クラブは、今期、新会員も 3 名入会し現在 14

名、グッドスタンディングの 15 名を目指し、更には 20 名

を目標にしています。 
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第 28回アジア太平洋地域大会（仙台） 

第 1回準備委員会開催 

12月 10日（日）、第 1回 HCCが四谷の YMCA同盟

事務所にて開催されました。委員長は、山田敏明（十

勝）、副委員長は、加藤重雄（仙台青葉城）、片山 啓

（茨城）、大野 勉（西日本区・神戸ポート）、事務局長は、

山本剛史郎（川越）、その他の各担当委員長もほぼ決ま

り、また、西日本区からも委員として 2 名の出席を頂き、

いよいよ 2019年 7月 19日～21日の開催に向け始動し

ました。 

大会のテーマは、Action! Let’s move on! に決まり

ました。ちょっと気が早いですが、今からスケジュール帳

に記入しておいて下さい。 

 

アジア賞授賞式 

松本クラブ主催の私費留学生作文コンテストの第 19

回アジア賞授賞式が 12 月 16 日（土）に松本市の深志

神社「梅風閣」で開催されました。信州大学、松本大学、

丸の内ビジネス専門学校の留学生から応募が有りました。 

第 1部の授与式に続き、第 2部では留学生による「ア

ジアのひととき」のプレゼンテーションがあり、第 3部の留

学生との交流会では、入賞者全員のスピーチが有り、作

品の発表・授賞式だけでなく、中身の濃い国際交流の

場となる有意義な CS活動でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１2月入会者紹介 

山本敦夫（甲府 21 クラブ） 

利根川太郎（川越クラブ） 

 

１月役員会他の予定 

１月１３日 在京クラブ新年会 

１月１３日 湘南・沖縄部新年会 

１月２６日 LT委員会 

１月２６日仙台４クラブ合同例会 

１月３１日後期区費請求書発送 

 

九州北部豪雨緊急支援募金 １２月 

 三島クラブ４０周年記念例会  ３５，０００円 

 

熊本大地震支援募金 １２月 

 三島クラブ４０周年記念例会  ３５，０００円 

 

東日本大地震支援募金 １２月 

東京多摩みなみクラブ     １２，４７７円 

 

次期クラブ会長・部役員研修会について 

 日時：３月３日（土）・４日（日） 

会場：日本 YMCA 同盟 国際青少年センター 

東山荘 

次期クラブ会長・部役員の決まっていないクラブ

は、１月中に決めて東日本区事務所に連絡をお願い

致します。次期研修会に出来るだけ多くの次期クラ

ブ会長・部役員が出席できるように、部長及び次期部

長はご配慮の程お願い致します。 

 

YMCA だより  

連絡主事 光永尚生 

ワイズメンズクラブの皆様には、

2018 年を健やかにお迎えのことと

拝察いたします。これからの 1年も、全国の YMCA

と共に歩んでいただきますように宜しくお願いいた

します。12月 16日~20日には、先にお知らせいたし

ましたように、第 7回日中韓 YMCA 平和フォーラム

が開催されました。課題の多い時代にあってこそ、

「民主主義について学び、東北アジアの平和構築の
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ために、ユースが動き出す」というテーマを共有し

YMCA が、ピースメーカーとしての架け橋になるこ

とを願いつつ進められますように祈っています。 

2 月 8 日(木)は、東京都千代田区神田猿楽町の在

日本韓国 YMCA を会場として、2.8独立宣言記念日

の行事が開催されます。歴史的な場所にある、在日本

韓国 YMCA のアジアでの架け橋としての働きを学

ぶ機会となります。参加が可能な方はお問い合わせ

いただき、9 階上の資料室と併せて、在日本韓国

YMCA をお尋ねください。なお、宿泊・研修施設は、

AYC(アジア・ユースセンター)として、広く国内外

の方にご利用いただいております。都心のアクセス

抜群の立地ですので、ワイズメンズクラブの皆様に

も是非ともご利用くださいませ。全国の YMCA では、

2018 年度に、複数のトップリーダーシップの交代が

予定されています。西日本の YMCA の世代交代が多

いのですが、ポジティブネットのある豊かな社会づ

くりを目指して、老若男女が生き生きと生活できる、

私たちの場所づくりに、共に歩みを続けられれば幸

いです。寒い毎日ですが、ご自愛ください。 

 

編集後記 

 Chief Officer of RD’s Office として早くも半

年が経過しました。会員増強１クラブ２名以上の目

標達成率はいかがでしょうか。毎月送られてくる各

クラブのブリテンを読みながら皆様の顔を思い出し

ています。しかしあまりにも沢山のワイズメンバー

にお会いしているため、三歩歩いて振り向くと記憶

が無くなりますし、1m 以上離れるとご尊顔がぼや～

っとしかわからないので、皆様にお会いしてもご挨

拶ができない場合が多々あるのでその時はご容赦く

ださい。 

 半年たって良く思うのは自クラブもそうですが、

現在のワイズは内向きの傾向が強く、いくら良い活

動をしていても「外部への情報発信」があまりできて

おらず知名度が上がりません。スペイン語で例える

ならバテバテです。だから会員募集が難しくなって

いる点も否めません。SNSを利用した積極的な情報発

信が必要だと思います。主なものだけでも Twitter、

FaceBook、Instagram、Line、Mixi、MySpace、LinkdIn

等各種あります。この中には相互リンクが可能なも

のも多く、例えば Instagram に投稿すると Twitter、

FaceBook 等にも同時に投稿できる仕組みがあります。

これらを利用しないのはもったいない。次期理事、役

位の皆様に置かれましては、若いメンバーさんを中

心にぜひSNSの活用ご検討いただければと思います。 

それでは、皆様良いお年をお迎えください。 

  


