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「理事メッセージ」

米ドルです。ぜひ多くの方のご参加をお願いいた
します。

動こう」

あいさつ
いよいよ桜の季節となり、春爛漫も間近となり

日本ＹＭＣＡ同盟総主事就退任式が行われまし

ました。学校や仕事場では新年度が始まり、新し

た。

い気持ちで 4 月をお迎えになった方も多いと思い
ます。ワイズ年度は最後の四半期に入ります。ラ

去る 3 月 26 日（日）、在日韓国ＹＭＣＡアジ

ストスパートです。私も理事として掲げた目標を

ア青少年センターにおいて、海外からのゲストも

達成すべく、最後まで力を振り絞ってまいりま

含め 130 名を超える関係者が集まり、日本ＹＭＣ

す。クラブ会長、部長、部主査、区事業主任等、

Ａ同盟総主事就退任式が執り行われました。島田

それぞれの立場で立てた目標の達成に追い込みを

茂総主事お世話になりました。そしてお疲れ様で

お願いいたします。そして次期に引き継ぐべきこ

した。京都ＹＭＣＡ総主事から同盟総主事に就任

とをきちんと整理してお渡ししたいものです。み

なさった神﨑清一総主事、どうぞよろしくお願い

なさまのご尽力に期待いたします。

いたします。

東日本区大会にご参加を！
第 20 回東日本区大会も 2 か月後に迫りまし
た。実行委員会では、川越らしいおもてなしを追
求し、「温故知人」のテーマの具現化をいかに図
るかなど、準備も佳境に入ってまいりました。
ご承知のように、同大会の申し込み期限は 4 月
15 日です。3 月 31 日現在の登録者数は 171 名で
す。まだご登録いただいていない方は、至急お願
いいたします。多くのみなさまのご参加を心から
お待ちしております。
第 27 回アジア太平洋地域大会（タイ・チェンマ
イ）に参加しましょう！
アーリーバード（早期登録費割引）は終了しま
したが、まだ登録は間に合います。登録費は 360

Y’s Men’s World 日本語版がホームページにア
ップされました。
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2015-2016 年度に発刊された「ワイズメンズワ

詳細は、お申込みいただいた後、改めて連絡さ

ールド」3 号すべての日本語版が東日本区のホー

せていただきます。

ムページにアップされました。下記のアドレスで

○アピールタイムについて

入れますので、ご覧ください。

大会第 1 日晩さん会の中で、短い時間です

file:///C:/Users/t_k_t/Downloads/YMW2016No1.

が、アピールタイムを設けます。

pdf

周年記念例会等をアピールしてください。お

東日本区大会での販売コーナー設置とアピールタ

申し込みが多い場合、持ち時間が少なくなるこ

イムについて

とにご理解とご協力をお願いいたします。

下記のとおり、募集しておりますので、ご希望

アピール用チラシを大会資料に同封をご希望

のあるクラブは期限内にファックスにてお知らせ

の場合は下記送付先に期限内に送付してくださ

ください。

い。

○物品販売について

〇申込書送付締切

大会第 1 日のみ大会会場（ウエスタ川越）に

4 月２８日（金）

〇アピール用チラシ送付締切

て販売コーナーを設けます。
第 2 日は販売時間の確保が困難のため販売はで

5 月 20 日（土）

理事

利根川 恵子

きません。
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新しい仲間

３月２４日 胡麻尻眞佐 （横浜つづき）

右記の方々が2017年3月1日以降に新しく入会されま
したので紹介します。心から歓迎します。
（敬称略）
２月１５日 久保田恵子（長野）
２月１８日 杉谷美砂（沼津）
２月２５日 富樫紀代美（再入）（東京コスモス）
２月２８日 日下智博（熱海）
２月２８日 清水 仁（熱海）

募金
東日本大震災支援募金
3 月 6 日 ２６，０００円 次期会長・部長研修会
3 月 27 日 １１０，０００円 東京八王子チャリ
ティーコンサート
熊本大地震支援募金
3 月 6 日 ２６，０００円 次期会長・部長研修会

２月２８日 森田金清（熱海）新入会：
３月０７日 小澤公紀 （甲府２１）
３月１０日 根内 純 （もりおか）
３月１６日 川上直哉 （仙台青葉城）

東日本区事務所

小山 憲彦

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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第２回東西日本区交流会にて
「DBC/IBC 締結式
さる２月４－５日、東山荘にて第２回東西日本
区交流会が３７０名の多くのワイズメンが集いて
開催され、大盛況のもとに充実した、豊かな時を
持つことが出来ました。
以下、DBC と IBC の締結式についてご報告いたし
ます；
１．DBC : 各種交流プログラムを共有していく
中で、２日目の５日、「千葉クラブー大阪高
槻クラブ」との間で利根川・岩本東西日本区
両理事のお立会いのもとで DBC 締結式が行わ
れ、参加者全員から万雷の拍手でもって迎え
られ、かつ祝福されました。

会いをきっかけに交際が始まりました。そし

２．IBC：「大阪泉北クラブ－台北 A-List クラブ」
との間で締結されました。大阪泉北クラブで
遠藤西日本区直前理事と台北 A-List クラブの
王 倍剛クラブ会長との繋がりから IBC 締結
に至ったとのことです。
DBC 締結式と同様に参加者全員から大きな

て双方の例会訪問、２０１６年６月の東西区

祝福の拍手が会場一杯に鳴り響きました。

千葉クラブの長尾昌男会長にいきさつをお
聞きしますと、“２０１５年の夏、京都で開
催されたアジア地域大会（7/31—8/2）での出

大会でメンバーの気持を温め、今般 DBC 締結
が実現しました。
千葉クラブは 5/21 にチャーター45 周年、
大阪高槻クラブは 5/13 にチャーター35 周年
と、両クラブとも同じ誕生月で何か縁を感じ
ます。また、大阪高槻クラブは初の DBC 締
結、千葉クラブは２度目の DBC 締結（千葉ク
ラブは大阪サザンスカイクラブと１９９７年
に締結しましたが、先方の事情で２０１０年
６月末に解散により終結していました） と
なりましたが千葉クラブの会員の中には、高
槻市や関西に縁のあるメンバーもいますの
で、無理をせず、細長く続けていきましょう
と確認し合いました。“とのことでした。
国際・交流事業主任 太田勝人（東京世田谷）

千葉クラブの皆様、改めて DBC 締結、おめ
でとうございました！
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審査表彰

ＣＳ写真コンテスト応募案内

201７年 6 月の東日本区大会で
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・表彰いたします。

詳細お問い合わせ先
東日本区地域奉仕事業主任
ー） kathiroc@ybb.ne.jp

加藤博（熱海グローリ

09 車椅子贈呈先募集のご案内
ワイズメンズクラブ東日本区
クラブ会長の皆様
東日本区地域奉仕事業主任

サンプル画像
題名：万歳サービス！！
クラブ：富士五湖クラブ
日時：
内容：恒例の富士山麓でのフリスビー大会。万歳の
プレゼントにみんな大喜び。

加藤 博

春うらら 皆様の日頃のワイズへのご奉仕に感謝
申し上げます。昨年度のプルトップ収集活動の成果
として車椅子１台が東日本区に届きました。
つきましては希望のクラブに贈呈したいと思いま

対象写真

応募資格

応募期間

2016 年５月～2017 年４月末ま
でに撮影されたＣＳ活動を題材とし
た写真。Ａ４光沢紙等で提出をお願
い致します。プリントでの提出の場
合は六つ切をＡ４用紙に張り付けて
提出して下さい。応募写真には必
ず、コメントを添えてください。

すので、ＣＳ活動にご活用ください。納入希望クラ

東日本区所属の各クラブ。クラ
ブメンバーおよびメネット、コメッ
トが撮影したもの。クラブ単位で応
募してください。各クラブ 5 作品ま
で。

なお、応募に当たっては、下記の様式で、東日本区

ブは申し出をお願い致します。結果は東日本区大会
で発表させて頂きます。よろしくお願い致します。
内

容

申込期限

車椅子１台
２０１７年４月１日～５月１５日

事務所にＦＡＸして下さい。
以

―――――――――――――――――――

2017 年４月 1 日～４月 30 日

車椅子申込書

作品の送付先
東日本区事務所 160-0003 東京
都新宿区本塩町７ＹＭＣＡ 同盟２Ｆ
TEL/FAX：03-5367-6652
クラブ名：
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上

贈呈理由：

ＦＡＸ送付先：東日本事務所

車椅子贈呈先名称：

０３－５３６７－６６５２（電話兼用）

代表者：

ＣＳ事業主任 加藤 博（熱海グローリークラブ）

住所：〒

０９０－１８６０-７６２６

電話：

ｋａｔｏｈ＠ｓｅｉｃｈｉ.ｊｐ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
示される予定です。ワイズ東西日本区大会後の日

YMCA だより

程ではありますが、皆様のご予定にもご記入下れ
連絡主事 光永尚生

ば幸いです。大規模、小規模、法人の違いなど全

まずは、熱海 YMCA 理事長として、またワイズ

国の YMCA には、様々なスタイルやモデルが現存

メンとして長きにわたりご奉仕されてきた、竹内

しますが、「一致」を目指して共に前進していく

敏朗さんの逝去に際し、御霊の平安とご家族への

覚悟を共有しているところです。6 月の一連の全

癒しを心からお祈り申し上げます。

国での会合においてオールジャパン YMCA を目指
して進められてきた、これまでの 3 年間の総括と

2017 年 4 月 1 日より、日本 YMCA 同盟の新総主

して新しいコンセプト、新しい YMCA の姿が、目

事として、京都 YMCA から神崎清一氏が就任とな

に見える形で全国に対して発信されていきます。

ります。島田茂前総主事は、2 期 8 年にわたり、

どうぞ、ワイズメンの皆様には、変容していく

全国 YMCA のリーダーシップを担われてきました

YMCA の姿を覚えていただき共に、変化の時を楽し

が、心から感謝し、ワイズメンの皆様に対して、

めるように、興味と関心を持っていただければ幸

退任のご報告を申し上げます。2017 年度からは、

いです。

新中期計画の推進が図られてまいります。別の言
い方をすれば「YMCA ブランディングの推進」とい

第 2 弾として、10 月 1 日をめざし、6 月~徐々

うことです。一言で説明することは、中々難しい

に準備され、進められていく YMCA の内外への表

というご意見もございますが、全国の YMCA が、

出が行われていきます。皆様のご予定にも、6

「オールジャパン YMCA」としての、新しい船出を

月、10 月の YMCA を通した変化の瞬間など、記録

していくということに他なりません。新しい船出

にとどめていただけるように祈りの中で進められ

とは何をいうのか。今後の流れをお知らせすれ

ます。なお、全国 YMCA では、トップ―ﾀﾞシップ

ば、まず、6 月に開催されます、トップリーダー

の変更が、東京、京都、福岡、千葉、福知山など

シップセミナー(6 月 16 日~17 日)と、日本 YMCA

の各 YMCA で行われます。新旧トップリーダーの

同盟協議会(6 月 17 日~18 日)、並びに、全国総主

皆様へのご支援など、引き続き賜りますようお願

事会議(同期間前後)などによって、「オールジャ

い申し上げます。

パン YMCA」としての新たな働きの方向性が明確に

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
5

6

