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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  LT                               2018.4.1 発行 第 10号 

理事メッセージ 東日本区理事 栗本治郎

例年より少し早く桜の季節となりました。既に満開の地域が多いようです。ワイズは、終

盤の四半期を迎えています。クラブ会長、部長、区事業主任、部事業主査の皆様には当

初立てた方針を振り返り、ラストスパートをお願いします。東日本区大会の基調講演は、バ

ルセロナオリンピックの競泳女子平泳ぎの２００メートルで最年少金メダリストに輝いた岩崎

恭子さんです。『今まで生きてきた中で、一番幸せ』の時を共有しましょう。多くの皆様の参

加をお願い致します。 

                                     

次期会長・部役員研修会報告 

３月３日～４日の２日間、次期会長・部役員研修会が

88名の参加者を得て東山荘で開催されました。１日目は、

田中次期アジア太平洋地域会長による国際協会・アジ

ア太平洋地域の現状報告、栗本理事による東日本区の

現状報告、光永担当主事から YMCA理解と支援活動、

山田国際リエゾンからはワイズ・YMCAパートナーシップ

について、宮内次期理事による次期理事方針および次

期４事業主任による主任方針の発表と質疑応答行われ

ました。 

つづいて、５グループに分かれて、次期理事と４事業

主任がローテーションで回り、少人数の理解を深める時

間を持ちました。懇親会の後は、部長を囲んでのエンド

レス懇親二次会でした。 

２日目は、大久保 IT委員長による ITによる情報伝達

について、東日本区ホームページの説明と応報活動を

はかるツールとしてSNS(FaceBook等)の活用法につい

ての研修を行いました。 

会長グロープと事業主査・部役員に分かれての分科

会では熱心に活発な意見交換が交わされました。 

北村 LT 委員長を初め LT 委員の皆様による度重な

る準備委員会のお陰で、盛り沢山の充実したプログラム

内容の研修会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

第３回東日本区役員会開催します 

第３回東日本区役員会（現・次期合同）は、４月７日

（土）～８日（日）の２日間、熱海聚楽ホテルで開催されま

す。各委員会報告と議案として次期理事方針・予算案・

役員、会計中間決算および昨年の８月の国際議会で新

クラブ設立の条件が１５名から５名変更になった件に対

応するため、東日本区改訂定款の一部修正、定款施行

細則の改訂等についてです。 

 

国際ユースコンボケーション（IYC）参加者決定 

 第７３回国際大会（麗水）開催に合わせ、２０１８

年８月６日～１２日に IYC が開催されます。東日本

区からは５名のユースが参加致します。関係クラブ

は、参加ユースへの支援をお願い致します。 
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第 28 回アジア太平洋地域大会実行委員会開催 

アジア太平洋地域大会の第２回実行委員会が３月１７

日（土）に、開催地の仙台で開催されました。西日本区

からも３名が出席し、実行委員２０数名で HCC の規約、

国際会議の開催、シンボルマークの選定、実働委員会

の役割確認・委員候補者、AYC の開催等について検討

致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７３回国際大会（韓国・麗水）の登録開始 

２０１８年８月９日（木）～１２日（日）に、韓国の麗水（ヨ

ス）で開催されます。登録費は、４月３０日迄がアーリ

ーバード（早期割引）４５０ドル、５月１日以降は４

８０ドルです。お早目の登録をお願い致します。 

下記のアドレスより登録をお願いします。 

http://ysmen.org/conventions 

 

第 21回東日本区大会（沼津）の登録について 

６月２日（土）～３日（日）に開催される第２１回東日本

区大会（沼津）の登録受付はお済ですか。なお、6 月 1

日（金）に、理事杯ゴルフコンペが沼津ゴルフクラブで開

催されます。 

下記のアドレスの大会ホームページをご覧ください。 

http://www.global-ad.jp/ys-east21/index.html 

 

妙高高原ロッジ感謝・さよならパーティ 

3月 6日(火)～8日(木)（メインセレモニーは 3月

7 日(水)16:30～19:30）、東京 YMCA 妙高高原ロッ

ジにて、「感謝・さよならパーティ」を開催しました。

東京むかでクラブの協力でシニア･スキー･キャンプ

もオプションとして加わりました。西は神戸、北は仙

台、石巻から、総勢 39名の出席となりました。ワイ

ズメンばかりでなく、東京 YMCA 妙高高原ロッジゆ

かりの方々などが参加されました。妙高高原ロッジ

の 32年間をスライド、語りなどによって振り返りま

した。特筆すべきは、2011年 3月 11日東日本大震災

の際の、妙高高原ロッジの果たした役割です。ワイズ

メンズクラブ東日本区がいち早く、救援対策本部を

立ち上げ、ここ妙高高原ロッジに支援物資を全国か

ら集め、仕分けし、被災地に運搬しました。今回、仙

台から出席された、仙台 YMCA 総主事村井伸夫さん

は当時を振り返り、支援物資が届いたときの感謝は

ことばでは言い表せませんと涙ながらに話されまし

た。「私たち被災者にとって、妙高高原ロッジは“聖

地”なのです」と語ったことばは強く印象に残りま

した。         

伊藤幾夫東新部部長報告より 

 

 

 

 

 

 

 

東京グリーンクラブ４５周年記念式典 

３月２１日、東京グリーンクラブ設立４５周年記念式典

が、DBCの京都パレスも参加し、３５クラブ１４２名が参加

し盛大で賑やかに開催されました。 

新会員２名の入会式、CS 活動の神田川船の会にも

通じる 小澤 弘 江戸東京博物館名誉研究員による

「城郭都市江戸と水辺の風景」の演題の記念講演につ

づき、記念祝会ではアトラクションで江戸芸＜かっぽれ

＞が披露され、グリーンクラブらしい粋な記念例会でした。 

なお、東京YMCAへ献金と「神田川船の会」の冊子５

００部／「ちょっとボール備品」一式が贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ysmen.org/conventions
http://www.global-ad.jp/ys-east21/index.html
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富士クラブ３０周年記念例会 

富士クラブ創立３０周年記念例会が３月２４日（土）に

富士市文化会館（ロゼシアター）で開催されました。来賓

として小長井富士市長が出席され、DBC の京都エイブ

ルからの参加もあり、１３０名程の参加者でした。 

東海サッカー協会会長の高田 稔様による「サッカー

こそ 我が師」と題した記念講演には、長年、中学生招

待サッカー大会の支援を続けている富士クラブらしく、市

内中学生が多数招待されました。 

懇親会は、名酒・富士錦の鏡開きで始まり、富士クラ

ブらしく賑やかな３０周年記念式典でした。なお、スマイ

ルで90,000円集まり、全額が東日本大地震支援募金に

献金されました。 

 

 

第２回ワイズ YMCA 

パートナーシップ委員会が開催されます 

東西理事連絡会議の日程に合わせて、４月２０日（金）

～２１日（土）の２日間、日本 YMCA 同盟（四谷）にて開

催いたします。「支えたくなる YMCA,入りたくなるワイズ」

をコンセプトに、短期的（１年程度）、長期的（５年をかけ

て）課題を検討致します。 

 

第 21 回東西理事連絡会議が開催されます 

恒例の東西理事連絡会議は、４月２１日（土）、日本

YMCA同盟（四谷）に於いて開催されます。東西両区の

理事、書記、会計、次期理事、次期書記、次期会計、事

務所員で、両区の現状報告、次年度の方針、区大会の

日程等について話し合われます。 

 

４月は LT の強調月間です 

LT はリーダーシップ・トレーニングの略です。ワ

イズダムにおいては、誰もがリーダーになる可能性

があり、全てのメンバーに対しての研修が必要です。

東日本区では、区 LT 委員会が、１０月に次期部長・

事業主任研修会、４月に次期クラブ会長・部役員研修

会を行っています。部においてもクラブ役員研修会

が実施されております。区 LT 委員の出張研修も可

能です。 

部会、区大会、地域大会、国際大会に出席すること

も研修になります。他クラブ例会への出席も交流が

深まり、情報交換にもなり良い研修になります。 

 

３月入会者紹介 

櫻井 彦太郎（千葉クラブ） 

陶山 貴章（千葉クラブ） 

西山 晃子（東京グリーンクラブ） 

森川 正子（東京グリーンクラブ） 

 

４月役員会他の予定 

４月４日 東日本区会計監査 

４月４日 文献・組織検討委員会 

４月６日 LT委員会 

４月７日～８日 第３回東日本区役員会（熱海） 

４月１１日 奈良 傳賞選考委員会 

４月１２日 東京 YMCAチャリティーゴルフ 

４月１３日 EMC委員会 

４月 20日～２１日 第２回ワイズ YMCA 

パートナーシップ検討委員会（四谷） 

４月２１日 東西理事連絡会議（四谷） 

４月２３日 第６回常任役員会 

４月２５日 世界マラリアデー 

 

東日本大地震支援募金 ３月 

東日本区次期会長・部役員研修会 

日曜礼拝献金 15,000円 

 富士クラブ３０周年記念例会献金 

                   90,000円 

 東京八王子クラブチャリティ―コンサート 

                   110,000円 

熊本大地震支援募金 ３月 

 東日本区次期会長・部役員研修会 

日曜礼拝献金 15,000円 
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みんなの ＣＳ写真コンテスト 

東日本区の皆様、地域奉仕委員会では EMC の一

助になればと「CS 写真コンテスト」に合わせて随時

写真の募集をしております。ブリテンを拝見する様

子では各クラブでは熱心に活動されているようです

ので、お写真は蓄えられていらっしゃると思います。

是非よろしくお願い致します。 

応募対象写真   

２０１７年４月～２０１８年３月までに撮影され

た CS 活動を題材とした写真。データでの提出をお

願いいたします。応募写真には必ずコメントを付け

加えてください。 

※個人の特定できる写真は必ずご本人の許可を 

得て下さるようにお願い致します。 

応募資格     

東日本区所属の各クラブ。クラブメンバーおよび

コメットが撮影したもの。クラブ単位で応募して下

さい。 各クラブ５作品まで。 

応募期間     

２０１８年３月１５日～４月１５日 

作品の送付先   

 前原末子地域奉仕事業主任までお願いします。 

審査表彰     

２０１８年６月２日の東日本区大会で作品を展示。

区大会参加者の投票、別途選出の審査員の評価を加

味して決定します。東日本区大会中に発表致します。 

詳細お問い合わせ先   

東日本区地域奉仕事業主任  前原末子 

携帯 090-3155-5453  

e-mail：suekko0105＠yahoo.co.jp 

それでは皆様のご活躍を期待しております 

編集後記 

ここ数年、書記、会計等の経験のない方が会長になる

ことも多く、クラブ運営に支障を来す場面を見受けます。                   

都合により次期会長・部役員研修会に早退、参加されな

かった方には再研修等の対応が必要だろう。また参加さ

れた方に不参加者への苦言を呈す場面もあり暗澹たる

気持。EMC、会員数-2 名から増加へ会員各位の活動を

期待します。１クラブ 2名増加、残り 3ケ月前進あるのみ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録料 メンバー １３，０００円 

    メネット １０，０００円 

登録はお早目にお願いします。 

 

インビテーションの締め切りは４月３０日です 


