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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” 

  第 21回東日本区大会特集号                   2018.6.30 発行 第 13号 

理事メッセージ 東日本区理事 栗本治郎

『富士山のように高く』を大会のテーマとした、第２１回東日本区大会（沼津）が、来賓に

頼重沼津市長、神﨑 YMCA同盟総主事、田中次期アジア太平洋地域会長、大野西日本

区理事、BF代表の ROBINSONご夫妻を迎え、また、西日本区からは４８名の参加を頂

き総勢４８０名で開催されました。皆さんの思いが通じ、天候に恵まれ１日目の理事杯ゴル

フを初め３日間とも最高の条件下で開催することができました。エクスカーションに参加さ

れた方々もご満足いただけたことと思います。大会で青木元国際会長の司式による理事

就任式が行われ、理事バッジ・メダリオンを宮内次期理事に引き継ぎました。今期同様に、次期もご支援ご協力を

宜しくお願い申し上げます。 

大会をお手伝い頂いた近隣クラブの皆様、食事をする間もなく献身的にご奉仕頂いた沼津クラブの皆様、そし

て何よりも参加頂いた皆様のご協力で素晴らしい大会になりましたことに心より感謝申し上げます。 
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東日本区第４回役員会報告 
６月１日（金）１６時３０分より東日本区大会会場の

プラサ ヴェルデ４階の401会議室で開催されました。 

 以下の議案が審議され、全て承認されました。 

 

第１号議案：2017-2018 年度 第３回東日本区役員会

議事録の件 

第２号議案：2017-2018 年度 東日本区理事年次報告

および行政監査報告の件 

第３号議案：次年度の次々期理事候補者の指名の件 

 次年度の理事、次年度の次期理事、監事２名は第３

回役員会で承認済み、次期の次々期理事の指名候

補者が諸事情により今日現在決まっておりません。

次年度の第１回役員会までに候補者を決めたい。 

第４号議案：ワイズ・ユースクラブ東京 Ý3解散の件 

第５号議案：東京町田クラブと東京コスモスクラブ

の合併の件 

 チャーター年月日は東京コスモスクラブの1996年

5月 18日とし、2018年 7月から東京町田コスモス

クラブとする。 

第６号議案：第３回役員会第２号議案（東日本区定款

一部修正）の修正の件 

 

2017-2018年度 年次代議員会報告 
 ６月２日（土）１０時３０分より東日本区大会会場

のプラサ ヴェルデ４階の 401会議室で開催されまし

た。代議員定数７５名、定足数５0名、出席代議員５

1名、委任状１３名、計６４名で定足数を満たし、年

次代議員会は成立致しました。 

以下の議案が審議され、全て承認されました。 

 

第 1号議案：2017-2018年度 東日本区理事年次報告

および行政監査報告の件 

第２号議案：2017-2018 年度 東日本区中間決算報告

および会計監査報告の件 

第３号議案：東日本区定款一部修正の件 

第４号議案：第 23回東日本区大会ホストクラブ承認

の件 ホスト：十勝クラブ 

第５号議案：次期理事、次年度の次期理事、次年度の

次々期理事、次期監事候補者指名の件 

 次期理事：宮内 友弥（東京武蔵野多摩） 

 次年度の次期理事：山田 敏明（十勝） 

 次年度の次々期理事：候補者未定 

 次期監事：鈴木 茂（横浜つづき）継続 

      漆畑 義彦（富士） 

第６号議案：2018-2019年度 東日本区理事方針の件 

第７号議案：2018-2019年度 東日本区役員の件 

第８号議案：2018-2019年度 東日本区会計予算の件 

第９号議案：郵便による臨時代議員会実施の件 

 鈴木伊知郎北東部部長より議案 3.次期の次々期理

事候補者承認の追加議案の動議が出され、伊藤幾

夫東新部部長より賛同があり、修正案を審議した。 

 郵便による臨時代議員会の議案 

  議案１.2017-2018年度東日本区会計決算および 

会計監査報告の承認の件 

  議案２.東日本区定款一部修正の件 

  議案３.次期の次々期理事候補承認の件 

オープニングの飛龍太鼓 

   鏡 開 き 

 基調講演の岩崎京子さん 

「幸せはいつも自分でつかむ」 

奈良 傳賞授賞 
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2017-2018年度 東日本区今年度表彰 

奈良 傳賞 
倉石 昇 様  

（千葉クラブ・1935年 1月 1日生 83歳） 

千葉クラブ創立会員として 46 年

間忠実に義務を果たし、会員獲得

に熱心に取り組み多くの新会員を

紹介している。常に会員意識の向

上に心を砕き、千葉 YMCAの理事長

も務め、YMCA職員や講師・リーダ

ーを親身に励まし、育成に努めて

いる。千葉 YMCAが縮小した数年間

は、所有するホテルの会議室をクラブ例会場に

提供。 

持田 二郎 様  

(東京クラブ・1933年 10月 11日生 84歳) 

1982年東京クラブ入会。入会以来、

36年間クラブ例会・部会・区大会

に皆出席。また、CS 年賀切手 100

枚以上を継続して献品している。

エルマー・クロウ賞受賞、ブース

ター賞は 2 回受賞。新会員獲得に

熱心で、新クラブ設立に中心的役

割を果たした。所沢クラブ、会津

クラブ、新潟クラブ、川越クラブ、松本クラブの

5クラブの誕生に貢献した。 

 

理事表彰 

最優秀クラブ賞 

熱海クラブ 

今期、新入会員 6 名を獲得、例会出席率 99％、各種献

金への高い貢献など、各事業において模範的な活動を

展開されました。青少年奉仕活動には特に熱心で地域

における知名度も高い。 

優秀クラブ賞 

東京八王子クラブ 

中大学 Y（ひつじぐも）との交流に熱心で、IYC/AYC

にユースを派遣・推薦している。また、チャリティ

ーコンサートを開催し多額の献金を続けている。 

富士五湖クラブ 

今期、15周年を記念し京都洛中クラブと DBC を締

結。今期第 8 回『障がい者フライングディスク大

会』を開催し、社会奉仕に熱心に取り組んで

いる。 

 

理事特別賞 

沼津クラブ 

今期第 21 回東日本区大会をホストし、低額の登

録費で開催し、近年にない参加数の区大会を開催。

また、日本語スピーチコンテストやチャリティー

コンサートなどCS活動にも熱心に取り組んでいる。 

 

ブリテン優秀賞 

東京西クラブ  

記事の内容が多岐にわたり、『インタビュー』記事

など読んで楽しいブリテンを発行している。 

 

地域奉仕事業表彰 

CS活動特別賞 

甲府２１クラブ 

新事業『ベビーカーコンサート in甲府』 子育て

で忙しいママに癒しの提供と 1 歳から 4 歳ぐらい

までの幼児に音楽を楽しんでいただく。演奏中は

泣いても騒いでも踊っても大丈夫。新しい奉仕活

動としては大盛況そして大成功だった。 

三島クラブ 

子供が描く『ふるさと三島絵画コンクール』を開

催。地域貢献・発展・青少年育成を願った活動の一

環であり、40 周年記念例会に三島の要人や保護者

を招き、多くの参加者が見守る中、表彰状授与式を

開催し、ワイズメンズクラブの知名度アップにも

つなげた。 

YMCA サービス特別賞 

東京ひがしクラブ 

下町子供ダイニングを開催。一人で食事をしな

ければならない、または保護者がいても弟や妹

の世話など忙しく孤独を感じながら食事をして

いる子供たちの孤食をテーマにした子供食堂で

す。 

CS献金貢献賞（一人当たり） 

1位：東京たんぽぽ(2,780円)、2位：熱海(2,528

円)、3位：東京サンライズ(2,027円) 
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年賀切手収集貢献賞 

1位：山田修司さん(熱海・228枚)、2位：安田

克己さん(熱海・136枚)、3位：持田二郎さん(東

京・105枚) 

ASF 献金貢献賞（一人当たり） 

1位：伊東(1,500円)、2位：信越妙高(1,000円)、

3位：東京多摩みなみ(654円) 

FF献金貢献賞（一人当たり） 

1位：東京(815円)、2位：東京多摩みなみ(731

円)、3位：もりおか(728円) 

プルリング収集優秀賞 

1位：東京ベイサイド(200㎏)、2位：東京グリ

ーン(76㎏)、3位：所沢・東京コスモス(50㎏) 

 

会員増強事業表彰 

EMC-M部門 

EMC-M最優秀賞 (6名獲得) 熱海 

EMC-M優秀賞 (3名獲得) 千葉、三島、御殿場 

EMC-M 新入会員獲得優秀個人賞 (2名紹介) 

大澤和子さん(所沢)、高橋徳美さん(金沢八景)、

山崎英史さん(熱海)、藤田小夜子さん(三島)、

渡邉実帆さん(沼津) 

インビテーションキャンペーン優秀クラブ賞 

1位：東京八王子(1,060P)、2位：所沢(960P)、 

3位：東京むかで(940P) 

インビテーションキャンペーン優秀個人賞 

１位：城井宏邦(640P)（東京むかで） 

EMC-C部門 

出席率最優秀賞 (99%)  

熱海、三島 

グッドスタンディング達成賞  

(会員数 15名以上回復) 

千葉、長野 

国際・交流事業表彰 

BF献金貢献賞（一人当たり） 

1位：伊東(5,500円)、2位：東京(3,045円)、 

3位：東京八王子(2,216円) 

BF使用済み切手収集優秀賞 

1位：仙台(3,900円）、２位：東京八王子(3,680円)、 

3位：千葉(2,340円) 

TOF 献金貢献賞（一人当たり） 

1位：熱海(2,500円)、2位：東京多摩みなみ(2,246

円）、3位：東京西(1,920円) 

RBM 献金貢献賞（一人当たり） 

1位：東京ベイサイド(10,076円)、2位：東京江東

(4,943円)、3位：東京まちだ(1,920円) 

YES 献金貢献賞（一人当たり） 

1位：東京多摩みなみ(885円)、2位：もりおか(635

円)、3位：東京(580円) 

DBC 締結賞 

富士五湖（京都洛中クラブと締結） 

沖縄（京都トゥービークラブと締結） 

 

ユース事業表彰 

YIA 最優秀賞 

富士宮（『日本高校会議所』設立支援を賞する） 

YIA 優秀賞 

横浜、石巻広域 

YIA 推進賞 

（チェンマイ AYCにユース派遣の支援クラブ） 

宇都宮、宇都宮東、埼玉、東京北、茨城、東京武蔵

野多摩、東京八王子 

STEP 協力賞 

東京八王子（台湾のクラブに派遣） 

 

メネット事業表彰 

メネット委員会特別賞 

仙台、仙台青葉城、仙台広瀬川、もりおか 

メネット会 

LT事業表彰 

LT優秀賞 
東新部（4部合同 EMCシインポジウム開催） 
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青木元国際会長の司式による理事引継ぎ式 

 

 

 

 

 

 
 

 

第２２回東日本区大会アピール 

第２８回アジア太平洋地域大会のアピール 

BF代表 ROBINSONご夫妻 

司会お疲れ様でした 
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メモリアルアワー 
川越の東日本区大会以降に亡くなられました方々を

お偲び致します。 

 

笠利和彦さん 

(かさり かずひこ) 

東京武蔵野多摩クラブ 

2017年 6月 6日 召天  

享年 71 

 

 

橋本秀昌 

（はしもと ひでまさ） 

東京八王子クラブ 

2017年 7月 28日 召天  

享年 76 

 

 

星 曠夫 

（ほし ひろお） 

仙台クラブ 

2017年 8月 25日 召天  

享年 82 

 

 

飯田加代 

（いいだ かよ） 

東京ひがしクラブ（メネット） 

2017年 11月 22日 召天  

享年 70 

 

 

二見康一 

(ふたみ こういち) 

熱海クラブ 

2017年 11月 26日 召天 

享年 68 

 

 

小野 和昭 

（おの かずあき） 

三島クラブ 

2017年 11月 30日 召天  

享年 84 

 

 

 

吉田俊一 

(よしだ しゅんいち) 

仙台広瀬川クラブ   

2017年 12月 1日 召天 

享年 76 

 

 

高杉治興 

（たかすぎ はるおき） 

横浜クラブ 

2018年 2月 2日召天  

享年 94 

 

 

 

梅垣邦一 

（うめがき くにいち） 

千葉クラブ 

2018年 2月 14日 召天  

享年 90 

 

 

田中信忠 

(たなか のぶただ) 

厚木クラブ 

2018年 2月 22日召天  

享年 93 

 

 

 

新子一哉 

（あたらし かずや） 

仙台クラブ 

2018年 2月 27日召天  

享年 92 

 

 

 

村杉克己 

(むらすぎ かつみ) 

東京北クラブ 

2018年 3月 28日召天  

享年 74 

 

 

塩入公之助 

(しおいり きみのすけ) 

東京グリーンクラブ 

2018年 4月 30日召天  

享年 96 

 

 

樫村弘子 

(かしむら ひろこ) 

富士クラブ 

2018年 5月 18日召天  

享年 84  
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６月入会者紹介 

小仁恵子（東京北クラブ）再入会 

 

東日本大震災支援募金 ６月 
沼津クラブ         ５０，０００円 

東日本区大会礼拝献金    ５４，６７１円 

東京多摩みなみクラブ     ４，０００円 

富士五湖クラブ       １０，０００円 

 

熊本大地震支援募金 ６月 
沼津クラブ         ５０，０００円 

東日本区大会礼拝献金    ５４，６７１円 
 

JEF 献金 6月 
倉石 昇（千葉）      ５０，０００円 

持田二郎（東京）     １００，０００円 

区大会有志        ２３５，０００円 

高嶋美知子（東京西）    ３０，０００円 

井上修三（もりおか）     ５，０００円 

村杉一榮（東京北）    ２００，０００円 

原 淑子（富士五湖）    １０，０００円 

東日本区委員会有志     １０，０００円 

小原進一（熱海）      １０，０００円 

栗本治郎（熱海）      ３０，０００円 

 

第 21 回東日本区大会お礼  
大会実行委員長  

沼津ワイズメンズクラブ 大村貴之 

日々のワイズダムに感謝申し上げます。 

第２１回東日本区大会は、全国の皆様の熱気に支

えられ、盛会のうちに終了いたしました。大会実行委

員長としてのお礼、そして、沼津クラブメンバー一同

の深い感謝の気持ちをお伝えいたします。 

大会の登録総数（最終）は４８０名でした。ここ数

年、４２０名前後の大会が続いていたことや、数年来

のメンバー総数の減少傾向を考えると、私としては

望外の成果です。大会スローガン「富士山より高く」

のとおり、この大会の勢いが、これからの東日本区・

各クラブの発展・ワイズ活動の活性化に繋がってい

くことを期待しています。 

 沼津クラブにとっては、今回の東日本区大会はク

ラブの 50周年記念行事の一つでもあり、大きな挑戦

でした。様々な苦労はありましたが、クラブとしても

私個人としても得たもの・感じたものは大きく、新し

い出会いから多くの刺激を受け、成長することがで

きたと思います。 

大会運営に際して、熱海クラブをはじめとする富

士山部各クラブの皆様には本当に多大なご協力をい

ただきました。あらためて心より感謝申し上げます。

決して充分ではなかった実行委員会の段取りや事前

説明・準備を酌んで、大会マーシャルとして機敏で心

配り溢れる対応をしていただきました。沼津クラブ

だけでは何も成しえなかった大会であり、富士山部

の仲間の素晴らしさ、ありがたさを実感しました。こ

れからも、沼津クラブをよろしくお願いいたします。 

最後になりますが、栗本理事と東日本区キャビネ

ットの皆様、準備開始から２年間お世話になりまし

た。長かった大会準備を通じて、栗本理事のリーダー

シップを肌で感じ、親クラブである熱海クラブとの

新しい絆が育まれたと感じています。これからの沼

津クラブにとって大きな財産になりました。 

来年は、オリンピック開催を控えた東京での区大

会となります。全国の皆様との再開を楽しみにして

います。２０１９年６月、東京でお会いしましょう！ 

 
 

第 21 回東日本区大会担当主事会報告 
東日本区担当主事 光永尚生 

6 月 2 日(土)10:30~11:45 の日程で、16 ワイズの

担当者であるYMCAスタッフが集い担当主事会がもた

れた。議事内容は、東西の担当主事・連絡主事マニュ

アル改定の件、ワイズメンズクラブ定款改定の報告、

ワイズメンズクラブ・YMCA パートナーシップ検討委

員会議事録内容共有の件であった。 

パートナーシップ検討委員会が、2017 年 8 月(会

場:ワイズ西日本区大阪事務所)と 2018年 4月(会場:

日本 YMCA 同盟四ツ谷会館)の 2 回実施されたが、議

事録を共有するとともに、参加者全員からの意見な

どを求めた。その中の意見としては、パートナーシッ

プ検討委員会の今後の進め方について、現場の担当

も参加できる方がよいのではないかという意見が複

数あった。現場の担当主事も、その行方に興味を持っ

ていると感じられた。 

また、継続課題としては、卒業していくリーダーへ

の関わり、現実的にその後どうなのかなどを考える。

ワイズというより、YMCA に会員として戻っていただ

くことも含めた関わりが良いと思うので、オールロ

ーカルYMCAとしても共通の課題であるという意見が

あった。今後、東西ワイズエリアでの、事例紹介を出

していきたい。加えて、災害時の協働のあり方は、今

後とも継続して取り組むべきであり、学びも進めた

いところという認識が共有できた。 

今後は、「支援したくなる YMCA」「入りたくなるワ

イズ」などを標榜しつつ、ワイズが YMCAの役員にな

っている割合を調べたり、様々な面からのアプロー
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チが必要であるという認識が出された。西日本区の

担当主事と連携して、オールジャパン YMCAとしてア

ンケートなどにより意思疎通を図る材料を集めなが

ら、協働、パートナーシップの実効を図っていくこと

となった。 

第 21回｢東日本区ワイズメネットアワー｣報告 
       東日本区ワイズメネット委員長 

大村 知子 

ワ イ ズ メ ネ ッ ト ア ワ ー は ６ 月 2 日

(土)10:30~12:15 東日本区大会会場のプラサヴ

ェルデ 402室において、日本 YMCA 同盟総主事 神

﨑清一様を来賓としてご臨席いただき、総勢３７

名の出席で開催しました。  

開会の言葉、讃美歌斉唱、岡田律子メネットに

よる聖書朗読とお祈り、委員長挨拶に 

次いで、神﨑総主事のご来賓挨拶ではメネットプ

ロジェクトへの感謝などのお言葉を頂き、ホスト

クラブ代表として相磯優子委員より歓迎の言葉が

ありました。  

2017-2018年度の事業報告は委員長が「ワイズメ

ネットのつどい」および各クラブの活動について

の報告と委員会の開催など概要を報告し、今年度

のワイズメネット委員の紹介もしました。会計報

告は青木優子会計がメネットのつどい会計報告と

メネット献金について報告し、加藤 真子メネット

(仙台青葉城クラブ)から、前年度東日本大震災復

興支援金による 3 件の支援先の報告がありました。

今年度の東日本大震災復興支援寄託金は吉田一恵

次期北東部主査（仙台クラブ）へ目録を授与しま

した。 

委員長引継ぎ式では藤井祥子元メネット委員長

立ち合いのもと大村から次期井上優子ワイズメネ

ット委員長へ聖書を手渡しました。藤井メネット

がこの引継ぐ聖書は、日本区が東西に分かれる際

に燭台を西日本区、聖書を東日本区に分けたとい

う由来についてお話いただきました。井上次期委

員長がご挨拶と次期ワイズメネット委員のご紹介

をしてプログラムの前半が終了。食事の準備の間

に加藤真子メネットが来年７月仙台で開催される

アジア・太平洋大会におけるメネット活動につい

てのアピール、藤井祥子東京江東クラブメネット

会長が 42 年間続いたメネット会終息の報告と差

し入れのお菓子に込めた意味についてコメントを

されました。 

食前の感謝を捧げ、会食に。食事中に島田京子

委員が参加者の紹介をするなど少々慌ただしく食

事を済ませ、絵本専門士・ヴォイスセラピー実践

家の上藤美紀代氏の講演「声のちから・絵本のち

から ～声に心をのせて・・・～」が始まりました。

沼津市出身で現在静岡市在住の先生は長年ボラン

ティアで続けている少年院や小児病院での絵本の

読み聞かせの実践の様子や子供たちの聞く前と聞

いた後の反応の色々を豊かな語り口で話され、皆

さん時を忘れて聞き入りました。講演の終わりの

絵本『ちいさなあなたへ』（アリスン・マギー著、

なかがわちひろ訳）の朗読は、まさに心に染み入

る豊かな口調と音声・音量での読み聞かせに参加

者一同、絵本の世界に引き込まれ、耳を澄ませて

聞き入りました。表現力に魅了され、感動に包ま

れて会場は不思議な幸せな優しい空気が満ち満ち

ました。アワーの終わりにメネットのねがいを唱

和し閉会しました。 

アワーと同時にパネル展示を企画しワイズメネ

ット国内プロジェクト｢絵本贈呈」の成果と贈呈先、

メネット献金の報告を東日本区大会ご参加の皆様

に報告致しました。 

第 21 回東日本区大会ユース会の報告 
東日本区ユース事業主任 長津 徹 

ユースの会は IYCの参加者 4名（須郷、平川、宮内、

新井）、ワイズは BF代表のロビンソン夫妻、西日本
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区 Yサ・ユース事業主任等が加わり、14名の参加者 

でした。衣笠ユース委員の司会で自己紹介、IYC参加

者の参加動機の発表、ワイズよりユースへの期待等

語られ、最後に TCより必要書類や旅程の説明があり

ました。昼食の後、甲府クラブのピーターマウントフ

ォードメンをアドバイザーのもと、YC 参加者による

団長の選出（宮内君）、役割分担、今後の日程等が決 

められた。次回の打合せは横浜 YMCA で行われます。 

第 21 回東日本区大会理事杯ゴルフコンペ 
 日 時：2018年 6月 1日 

 会 場：沼津ゴルフクラブ 

 表彰式：ダイワロイネットホテル 

 参加者：３９名、１０組 

優 勝：土橋 勉（富士宮） 

準優勝：高坂 訓（京都トップス） 

３ 位：久保田 康正（伊東） 
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編集後記 
1年間、皆様のお力添えありがとうございました。

感謝!感謝!感謝!又、ワイズでお会いしましょう! 


