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主  題 『為せば、成る』  “No challenge, No fruit.” 

副  題 『ワイズが何をしてくれるかではなく、あなたがワイズに対して何が 

出来るかを考えて実行しよう。』 

“Ask not what Y’s can do for you. Ask what you can do for Y’s.” 
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理事メッセージ 
東日本区理事 宮内 友弥（東京武蔵野多摩） 

 

 日増しに秋が深まり、朝夕は冷え込むようになってま

いりましたが、皆さまにはご健勝にご活躍のことと拝察

します。今夏は例年にない高温が続き、各地で台風、豪

雨などの異常気象に見舞われました。9 月に入っても強

い台風や集中豪雨が各地を襲い、北海道地震が発生し今

も余震が続いています。被災された皆様に、心からお見

舞い申し上げますと共にこれ以上の災害の拡大が無い

ことを祈ります。 
私も 7 月、8 月の猛暑が祟ったのか 9 月初めより体調

を崩し、皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりました。

その後２週間ワイズのことも休ませていただき自宅で

静養、溜まっていた疲労もすっかり取れて復帰しました

ので、遠慮なく今まで通りこき使っていただきますよう

よろしくお願いいたします。 
 かかりつけの医者にも年齢を自覚しろと一喝されま

したが、今回残念ながら体力の衰えを思い知らされまし

た。このことも事実として受け止めながら皆様と共にワ

イズの発展に邁進したいと思っております。 
以上 

                                           
強調月間 

★ＥＭＣ-Ｅ 
会員増強事業主任  伊丹 一之 

EMC の E は、エクステンション＝クラブ拡張で

す。今年度 7 月 1 日現在のクラブ数は、前年度より

2 クラブ減って 59 クラブとなりました。今年度は、

3 クラブ設立を目標に掲げております。 
前年度より、各部にエクステンション委員会が設

立されて、新クラブ創りの活動を始めています。そ

の中でトップを走っているのが東新部。町田地域に

新クラブ設立をめざし、現在 6 回目の準備例会を開

き、11 月には設立総会を行いたいと準備を進めてい

ます。あずさ部では、東京 YMCA 午餐会に集まるシ

ニア層をターゲットに、昼間に例会を持つクラブを

計画中です。また、湘南・沖縄部では、横浜 YMCA

の協力を得て、横浜駅周辺、鶴見区地域にターゲッ

トを絞って活動中です。 
これらの地域にお知り合いがいらっしゃいました

ら、ぜひご紹介をお願いいたします。 
 
★ＹＥＳについて 

国際・交流事業主任 小原史奈子 
YES（ワイズエクステンションサポート）は新クラ

ブ設立の活動を支援する為の基金で、昨年度より基

金の活用エリアがアジア太平洋地域内での設立支援

資金やエクステンション関連費用に用いられること

になっています。 
新クラブ設立の為のプロモーションにご活用くださ

い。 

強調月間 ＥＭＣ－Ｅ、ＹＥＳ 
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国際だより 

国際議員/アジア太平洋地域会長 
田中博之 

8 月 3 日（金）からの国際議会を皮切りに、アジア太

平洋地域議会、国際大会、アジア太平洋地域キックオ

フミーティングと一連のワイズメンズクラブ国際協会

の会合が韓国国南岸の麗水（ヨス）にて開催されまし

たので以下にご報告いたします。 

【国際議会】 
毎年、この時期に偶数年（国際大会が開催される年）

には国際大会会場近くで、奇数年（各地域大会が開催

される年）にはいずれかの地域大会会場近くで開催さ

れます。今回は、麗水の国際大会会場から車で 30 分

程の港湾工業都市の光陽（クァンヤン）のホテルで開

催されました。 

【国際議員就任式】 

全世界の国際議員 15 名が議決権者で、新任の国際議

員の就任式、国際協会の前年度決算・今年度予算の審

議・承認、各地域会長、各国際事業主任からの報告や

各種議案の審議が 3 日夜から 8 日午前中まで 6 日間に

亘って行われました。 

【左から:Jose Varghese 次期国際書記長、西村隆夫国

際書記長、Philips Cherian 国際会計、Henry 

Grindheim直前国際会長、Moon Sang-bong国際会長、

Jennifer Jones 次期国際会長】 

2018.2 月の国際半年報の数字として、クラブ数 1,414

クラブ、会員数 24,520 名が報告され、また、議案審議

では、国際投票（国際会長/国際会計/国際議員の選挙、

国際憲法の改訂）について、2019 年の投票（次々回の

投票）以降、会員数 5-14 名のクラブにも当該クラブが

所属する区理事の申請によって投票権が認められる

（従前のルールに戻す）ことが決定されました。 

次回の国際議会は、仙台でのアジア太平洋地域大会に

合わせて仙台で開催されます。 

【アジア太平洋地域議会】 
8 日午後には光陽でアジア太平洋地域議会を開催いた

しました。地域内の区理事 7 名が議決権者で、国際議

会同様に決算・予算の審議・承認、各区理事、地域事

業主任の報告、各種議案の審議が行われました。 

【アジア太平洋地域会長方針スピーチ】 

【各区理事とアジア太平洋地域役員】 

議案のひとつとして、西日本豪雨災害に対してアジア

太平洋地域自然災害緊急支援ファンド（NDERF）か

ら 5,000 米ドルの支援が決定され、遠藤西日本区理事

に手渡されました。また、2019 年の仙台アジア太平洋

地域大会の登録費（36,000 円）が承認され、宮内理事

からアピールも行われました。 

【国際大会】 
9（日）から 12（日）までの 4 日間、第 73 回国際大会

が、2012 年に麗水万国博覧会が開催された会場を利用

して開かれました。麗水は、今年度の国際会長の Moon

氏の地元です。参加者数は約 3,000 名と発表され、ワ

イズ史上最大の大会となりました。 

【大会会場】 
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参加者名簿や大会ブリテンが配布されなかったので推

測ですが、3,000 名の内、韓国人が 2,800 名位、日本

からの参加者が 60 名位、他の海外からの参加者が最

大 150 名位と思われ、まるで韓国地域の大会に我々が

ゲスト参加した感があり、また、韓国のワイズのパワ

ーを実感した大会でした。 

【国際会長就任式】 

参加者が多かったため、開会式や基調講演、毎夜の全

体プログラムは屋外での開催、昼食、夕食は 3 会場で

分散しての弁当またはビュフェ形式と変則的な運営で

した。 

【屋外での IP ナイト】 

3 日目夜には各区による出し物があり、アジア太平洋

地域は、地域からの参加者ほぼ全員が登壇し、「We are 

the world」を歌いました。 

【We are the world】 

次回の国際大会は、2020 年にデンマークのオーデンセ

で開催されます。 

【アジア太平洋地域キックオフミーティング】 
国際大会 3 日目の 11 日の午前中には国際大会会場の

一室を借りて、アジア太平洋地域からの参加者のほと

んどの参加のもと、アジア太平洋地域のミニ大会的な

位置づけで「キックオフミーティング」を開催いたし

ました。 

【約 100 名の参加者】 

【アジア太平洋地域会長就任式】 

Jennifer Jones 次期国際会長による私の地域会長就任

式、就任スピーチ、地域役員の任命式、パワポを用い

て各区の現状報告等が行われ、来年の仙台でのアジア

太平洋地域大会のアピールも山田大会実行委員長、宮

内理事等により行われました。また、席上、西日本豪

雨災害への募金も行われました。 

【仙台アジア太平洋地域大会アピール】 

 

今後とも、国際協会、アジア太平洋地域へのご支援、ご協

力をどうぞよろしくお願いいたします。 
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★YMCA 便り 

担当主事 光永 尚生 

9 月 18 日より 12 月 1 日まで、全国 YMCA スタッフ研

修が、YMCA 東山荘において始まっております。東西

ワイズメンズクラブからも、ローカル YMCA に対しての

支援を頂き、7 つの YMCA から 10 名が 75 日間の研修

に臨んでいます。10 月 19 日には、東京都千代田区の

在日本韓国 YMCA において、東西両区理事からの講

義をいただきます。 

YMCA とワイズメンズクラブとの協働を進める種をまい

ていただきます。 

10 月 6～8 日は、ご支援を頂いている、全国リーダー研

修会（全リ研）が仙台 YMCA を主管として開催され、全

国のリーダーたちが仙台に集います。 

仙台 4 ワイズ、北東部、東西日本区からのお支えに感

謝申し上げます。 

また、翌週 10 月 9~11 日には、仙台 YMCA において

全国 YMCA 総主事会議も予定されております。毎年、

この時期と 2 月、6 月に開催されます。 

今月末の、10 月 31 日は、第 3 回 YMCA とワイズメン

ズクラブパートナーシップ検討委員会が予定されており、

活発な協議と実行を目指してまいります。御殿場の秋は

つるべ落としにまもなくなりそうです。 

皆様にもご自愛ください。 

 

★入会者（2018 年 9 月１日～30 日）  

岩田 守央さん （三島） 

 

★募金・献金（９月分） 

ありがとうございました。 

・JEF 献金 

鈴木伊知郎さん（宇都宮東） 30,000 円 

伊藤幾夫さん（東京多摩みなみ） 10,000 円 

・西日本豪雨災害募金 

  東京多摩みなみクラブ  13,000 円 

千葉クラブ   10,000 円 

甲府２１クラブ   43,370 円 

横浜つづきクラブ  10,000 円 

東京西クラブ   30,000 円 

東京世田谷クラブ  10,000 円 

 

 

★10～11 月の主な予定（東日本区主催中心）  

《10 月》 

6 日（土） ワイズメネットの集い（郡山） 

12 日（金） ＥＭＣ事業委員会 

13 日（土） 東新部部大会（東京） 

19 日（金） 第３回常任役員会 

20 日（土） あずさ部部大会（甲府） 

24 日（水） 文献・組織検討委員会 

27 日（土） 次期部長・事業主任研修会 

31 日（水） ワイズ・YMCA の 

パートナーシップ検討委員会 

《11 月》 

10 日（土） 第２回役員会 

16 日（金） ユース事業委員会 

18 日（日） 町田地域新クラブ（仮称）設立総会（予定） 

30 日（金） LT 委員会 

 

★第 2 回常任役員会報告 

8 月 29 日に、第二回常任役員会が常任役員全員の出

席のもと開催されました。 

主な内容は、臨時役員会及び臨時代議員会の結果報

告で、次次期理事として板村哲也さん（東京武蔵野多

摩）が承認されたとの報告がありました。また、ユース事

業及び EMC 事業に関しての協議を行いました。 

 

★富士山部部大会 

富士山部部大会は 9 月 30 日に開催予定でしたが、台

風接近のため 12 月 1 日（土）に延期になりました。 

 

★ハンドブック＆ロースター訂正 

東京多摩みなみクラブ（134p）の事務所と連絡先（FAX）

が変更になりました。新しいものは次の通りです。 

事務所 〒206-0824 稲城市若葉台 4-33-3-203 

小早川浩彦方 TEL042-202-0042 

連絡先 FAX 042-355-0297 深尾香子  

 

★編集後記 

今年の異常な天候はいつまで続くのでしょうか。そ

の中で、各クラブ・各部の活動は元気いっぱい。様々

展開されていることを力強く励まされます。天候の

影響を受けたところもありますが、そんなことに負

けずに前に歩む姿に励まされます。 


