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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.” 

             2019.1.1 発行 
 

理事メッセージ 
東日本区理事 宮内 友弥（東京武蔵野多摩） 

 

明けましておめでとうございます。 

一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり。皆様、希望

に胸を膨らませて新年をお迎えになられたことでしょう。

昨年 7 月にスタートした今期も早くも半分が終わりました。

ここに改めて前半期 6 ヶ月間の東日本区の運営、事業推進

にご尽力いただきご支援、ご協力いただきましたことに心

より御礼申し上げます。と共に残された後半期も引き続き

初期に設定されました目標の達成に向かって一層のお働

きをお願い申し上げます。 

言うまでもなく東日本区の喫緊の最重要課題は、会員数の

減少に対する取り組みです。Extension, Extension & 

Extension。新クラブ設立に向けて「為せば、成る」を心

に邁進して参りましょう。メンバーの皆様またご家族の皆

様の今年一年のご多幸をお祈りします。11 月 18 日に設立総会が行われた（仮）東京町田スマイ

リングクラブは、IHQ へチャーター申請を提出し、11 月 28 日付で承認されました。後は 2 月

24 日のチャーターナイトを待つばかりです。 

先にご案内しております国際選挙につきましては、国際会長立候補者 3 名の選考手続きの関係

で IHQ からの案内が遅れておりましたが、国際協会のウェブサイト（投票要領、投票画面等）

の日本語版が完成し IHQ から投票権のあるクラブ会長宛に直接メールにて投票の案内が発信さ

れました。Biodata（経歴）と次期国際会長の各理事からの推薦文は日本語版を国際協会のウェ

ブサイトに掲載できないため別途区事務所よりお送りしております。必ず投票していただくよう

お願いします。尚投票締め切りは 2019 年 2 月 7 日（木）、中央ヨーロッパ時間午前 9 時（日本

時間同日午後 5 時）です。ご不明の点は、区事務所にお問い合わせください。 

注１）投票権があるのは、2018 年 2 月 1 日現在会員 15 名以上のクラブ会長です。 

注２）今回の投票は、来年度の次期国際会長と次期アジア太平洋地域会長（次期アジア太平洋地

域選出国際議員）を選ぶ投票で、ウェブサイト経由のオンラインでの投票です。 

昨年 12 月に 2018-19 年度アジア太平洋地域年央会議（MYM）が、開催されました。別稿をご

覧ください。 

強調月間 IBC / DBC 
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強調月間 

★ＩＢＣ/ＤＢＣ 

国際・交流事業主任 小原 史奈子（東京たんぽぽ） 

IBC は国際兄弟クラブ（International Brother Clubs）

の略で、外国のワイズメンズクラブと兄弟縁組みを行

い永続的な交流を重ねる事業です。東日本区の 59 ク

ラブ中、30 クラブが IBC を結んでいます。国際大会、

地域大会の折に IBC クラブとの集いを持ったり、周年

行事等のクラブの特別な集まりは IBC 交流の良い機

会です。IBC プログラムを通して、相互の継続的かつ

規則的なコミュニケーションは、ワイズ運動の国際的

な広がりに繋がっていきます。 

DBC は国内兄弟クラブ（Domestic Brother Clubs）の

略で、日本独特のプログラムです。東日本区と西日本

区のクラブ間で締結されるのが本来の趣旨ですが、東

日本区内のクラブで DBC を結ぶこともあります。東

日本区の 59 クラブ中、43 クラブが西日本区のクラブ

と DBC を結び、東日本区同士でも 5 クラブの締結が

あります。地域によって活動内容、クラブ運営の違い

などお互いに良い影響を与えあうことができるプログ

ラムです。 

2019年6月に開催される第22回東日本区大会（東京）

や、7 月に行われる第 28 回アジア太平洋地域大会（仙

台）にて、IBC、DBC 交流を深められるよう、今から

計画されてはいかがですか。 

 

★2018-19 年度アジア太平洋地域年央会議（MYM）報告 

東日本区理事 宮内 友弥 （東京武蔵野多摩） 

1. 12 月 9～10 日 カンボヂア プノンペンにて開催さ

れました。 

日本からは AP 田中、AS 利根川、RDE 山田、ASD 比

奈地、ASD 渋谷、RD 宮内（以上東日本区）、 

RD 遠藤、RDE 戸所、ASD 中井（以上西日本区）の 9

名（敬称略）が出席。 

2. MYM に先立ち 12 月 7～9 日次期理事研修会が開催

されました。東日本区からは山田次期理事が出席。ま

た 12 月 8 日夜にはカンボヂア初の Y Service Club of 

Phnom Penh のチャーターナイトが開催されました。

チャーターメンバーは 19 名。 

3.トピックス 

（1）SDS（2017-2018） Distribution Plan（総額 USD 

5,000）を承認。各区に人数割で配分され、JER には

USD1,187.00（USD1.38 per person）が見込まれる。 

（※ SDS=Special Development Fund） 

（2）APAY からの要請により APAY の Advanced 

Studies Program への支援金（Program 参加者一

人当たり USD 1,850）を拠出する。詳細は ADF 

Committee で協議する。 （※ ADF=Area 

Development Fund） 

（3）スリランカ区より同区の国際会費を CHF  

12.50/semesterに下げるよう国際議会に働きかけて 

欲しいとの要望が出された。 

（4）2020-2021 年度アジア太平洋地域大会は台湾が立

候補。会場は高雄の予定。 

（5）2019-2020 年度 BF 文化・交流代表受け入れスケ

ジュール 

 2020.05.31-06.07  東日本区 

 2020.06.07-06.14 西日本区 

 2020.06.14-06.21 台湾区 

（6）2019-2020 年度の次期理事研修会、地域年央会議

韓国で 2019 年 12 月開催予定。 

（7）第 74 回国際大会 

  2020 年 8 月 13～16 日デンマーク（オーデンセ）で

開催。 

 

★YMCA 便り 

担当主事 光永 尚生 

2018 年の世相を表す漢字は「災」でした。2 位は「平」

3 位は「終」となつています。振り返れば、まさに天

災、人災の一年であり、ワイズの皆様には、多くのご

支援、ご協力を賜つた一年となりました。まずは、全

国の YMCA より感謝と御礼を申し上げます。 

歴史は繰り返す「History repeats itself.」ではありま

すが、時として無力感も禁じ得ませんでした。私たち

は、Safety Net の構築を標榜して、新たな Challenge

をしようとしておりますが、「神を畏れて、人を恐れず」

の精神で自分たちの使命実現に向け邁進する所存です。

2019 年もよろしくお願いいたします。最後のときに、

大河ドラマの西郷どんが愛した「敬天愛人」の心を持

ち、「もうこん辺でよか！」と思えますように。 

2019 年 1 月は、ステップⅢ研修、YMCA 農村塾が

YMCA 東山荘で、学生 YMCA130 周年記念行事が在

日本韓国 YMCA において開催されます。可能な方はお

運びください。 

 

★募金・献金（12 月分） ありがとうございました。 

・JEF 献金 

  板村哲也さん（東京武蔵野多摩） 10,000 円 



   

3 

★１月 2 月の主な予定（東日本区主催中心）  

《1 月》 

18 日  国際・交流事業委員会 

25 日  LT 委員会 

30 日  文献・組織検討委員会 

《2 月》 

4 日 ユース事業委員会 

22 日  LT 委員会 

24 日 （仮）東京町田スマイリングクラブ 

チャーターナイト 

 

★後期半年報提出のお願い 

 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、2019 年 1 月 1

日現在のクラブメンバーの状況を反映したものとなり

ます。各クラブ会長から部長宛てが 1 月 10 日締め切

り、各部長から伊丹一之会員増強事業主任宛が、1 月

15 日締め切りとなっています。（東日本区事務所にも

写しをお送りください） 

期限厳守で正確な報告をお願い致します。不明な点

は区事務所にお問い合わせください。 

 

★次期会長選出のお願い 

各クラブとも、次年度の会長選出の時期となってま

いりました。1 月 31 日までに次期のクラブ会長を次期

部長にご連絡ください。 

 

★次期の次次期理事及び次期監事推薦のお願い 

2019-20 年度次次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

りしていますが、2019-2020 年度の次次期理事候補者

（理事任期 2021 年 7 月～2022 年 6 月）および監事候

補者（監事任期 2019 年 7 月～2021 年 6 月）の推薦を

お願いいたします。推薦されるクラブ会長は、推薦書

をメール、ファックスまたは郵送で、栗本治郎指名委

員会委員長（直前理事・熱海クラブ）に 2 月 28 日ま

でにお送りください。 

 

★次次期日本区大会ホストクラブ募集 

第 24 回東日本区大会（2020 年 6 月予定、板村理事

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。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 年度次期会長部役員研修会のご案内 

2019 年 3 月 9 日（土）～10 日（日）、東京代々木の

国立オリンピック記念青少年総合センターで開催しま

す。次期の会長・部長・部主査の方は研修に参加をお

願いします。詳しいご案内は 1 月下旬に現会長及び次

期部長にお送りいたします。 

 

★第 28 回アジア太平洋地域大会に、「平和七夕」で歓迎を！ 

ワイズメネット委員長 井上優子 

2019 年 7 月に仙台で開催される「第 28 回アジア太

平洋地域大会」の世界からのお客様を歓迎するため、

仙台 3 クラブのメネットが長年携わっています「平和

七夕」を飾ってお迎えしたいと思います。世界の平和

を願いながら一つ一つ気持ちを込めて折っていただい

た折鶴に糸を通して吹き流しにいたします。作り方、

送り先は後程ワイズドットコムで詳しくお知らせいた

します。ぜひご協力をお願いいたします。 

 

★後期区費及び各種献金 

1 月に後期区費の請求書と各種献金のお知らせをク

ラブ会長あてに送付させていただきます。両方とも 2

月 15 日締切ですので、ご準備をよろしくお願いいた

します。 

 

★第 22 回東日本区大会 HP 開設 

第 22 回東日本区大会の HP を一部公開致しました。 

https://rc2019.jimdofree.com/ です。 

登録開始は 3 月 1 日予定です。 

 

★編集後記 

年末寒波が日本列島を覆っています。相互の不信感

が世界中を覆っているニュースが飛び交っています。

一方、人々が安心して平和に暮らせる社会を願うニュ

ースも数多く聞きます。人々がお互いに認め合い、そ

れぞれの違いを尊重すること、ワイズの信条にあるよ

うに“自分を愛するように、隣人を愛そう”ではあり

ませんか。 

嬉しいお知らせです。かねて準備が進んでいた鶴見

地区の新クラブ「(仮)横浜つるみワイズメンズクラブ」

が誕生します。3 月 17 日に設立総会が行われます。詳

しくは次号でお知らせします。 

 

※理事通信は毎月 1 日にワイズドットコムにて配信し

ます。また、東日本区ホームページにも載せています。

印刷する場合はホームページからお願いします。 


