ＴＨＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ ＯＦ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢＳ

ＪＡＰＡＮ ＥＡＳＴ ＲＥＧＩＯＮ

２０１８－２０１９

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。
』

強調月間

“Ask not what Y’s can do for you. Ask what you can do for Y’s.”
ユース
2018.9.１ 発行 第 3 号
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宮内

友弥（東京武蔵野多摩）

残暑お見舞い申し上げます。
8 月例年より 1 週間遅れの 8 月 9 日〜8 月 12 日に開催された
第 73 回国際大会に行ってきました。会場は韓国南部の麗水
（Yeosu）、現国際会長の地元で参加者約 3,000 名の内 2,600
名が韓国からの参加。
（大会主催者側から正式発表が無いため
推則では、東西日本区で 90 名の参加者）
。
初日のオープニングセレモニーでは、ムン大統領のメッセー
ジを筆頭に国会議長、知事、麗水市長ほかのお歴々の挨拶、
2 日目は分科会ほか、3 日目は地域毎のコンファレンスほか、
4 日目はクロージングでバランタイン賞を受賞の藤井元国際
会長の受賞挨拶がありました。
今回の大会は、国際大会ではありながら韓国の地域大会的色彩を強く感じられるものでした。しかし一
方で韓国ワイズダムのバイタリティーを感じさせられる大会でした。韓国の勢いに負けぬよう我が東日
本区も頑張りましょう。
ご存知のように国際ではワイズ 100 周年を 2022 年に迎えます。区としても 2022 年に向けて東日本区ス
タート時の 1,248 名への復活を目標にして、部エクステンション委員会にご尽力をいただけるようにサ
ポート体制を整えるべく準備しております。各メンバーの皆様に格別のご配慮をお願いいたします。
強調月間

★ユース「ユースはワイズの未来」
ユース事業主任 山本 剛史郎
いつもユース事業にご支援いただきありがとう
ございます。ユースは YMCA、ワイズメンズクラ
ブの未来であり、その支援はいつの日か YMCA、
ワイズメンズクラブのみならず、社会全体の利益
になると思います。私自身も 1994 年、学 Y、ワイ
ズメンズクラブの支援を受け、埼玉 YMCA のフィ
リピン・ワーク・キャンプに参加したことが、そ
の後の YMCA・ワイズメンズクラブに関わるきっ
かけでした。

9 月はユース活動の協調月間で、9 月 7 日（金）～
9（日）にユースボランティア・リーダーズフォーラ
ム（YVLF）が東京 YMCA 山中湖センターで行われ
ます。これは各 YMCA にリーダーと呼ばれる学生ボ
ランティアがいますが、そのリーダー、特に活動 2
年以下の新米リーダーたちを集めて、YMCA 理解、
リーダー同士のつながりを深め、今後の働きに役立て
てもらうためのものです。ユース活動の成果は一朝一
夕であげられるものではありませんが、ぜひ、長い目
でご支援を継続いただきたいと思います。
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★入会者（2018 年 8 月 1 日～31 日）

★臨時役員会報告
2017-2018 年度年次代議員会（2018 年 6 月 2 日）で

大谷

紘三さん

（宇都宮）

第 6 号議案（次次期理事候補者の指名）については、

内海

昭美さん

（御殿場）

候補者未定のため後日の郵便による代議員会で議決

岡

進さん

（横浜とつか）

することが承認されました。本件の郵便による代議員
会への上程に先立ち、電子的方法による役員会（2018

☆訂正

年 7 月 27 日～30 日）が開催され、期間中に議決権

理事通信 8 月号で中澤さん（仙台青葉城）のお名前

者 16 名中 14 名の承認があり、候補者として板村

を間違えて掲載しました。

哲

也さん（東京武蔵野多摩）を指名することが承認され

正しくは下記のとおりです。お詫びして訂正致します。
7 月入会者

ました。

中澤

竜生さん（仙台青葉城）

★郵便による臨時代議員会報告

★募金・献金（8 月分）

2017-2018 年度年次代議員会（2018 年 6 月 2 日）で

ありがとうございました。

郵便による代議員会で決議を行うことが承認された

○東日本大震災募金

下記 3 件につき、郵便による代議員会（2018 年 8 月

信越妙高クラブ

1 日～20 日）を行った結果、代議員 72 名の内 54 名

※信越妙高クラブは 2018 年 6 月末クラブ解散感

が投票し定足数（48 名）に達し、3 議案すべて賛成

謝として献金をいただきました。

多数で承認されました。

111,944 円

○西日本豪雨災害募金

・第 1 号議案：2017-2018 年度東日本区会計決算報
告および会計監査報告承認の件
・第 2 号議案：東日本区定款一部修正の件
（注：修正定款の公式発効日は、国際議会での正式
承認日となる）
・第 3 号議案：次次期理事候補者の指名について
※板村 哲也さん（東京武蔵野多摩）
★国際議会・アジア太平洋地域議会報告

東京クラブ

17,735 円

仙台クラブ

20,000 円

東京たんぽぽクラブ

20,000 円

仙台青葉城クラブ

35,000 円

長野クラブ

20,000 円

富士クラブ

20,000 円

富士五湖クラブ

10,000 円

★「ワイズメネットのつどい」のお知らせ

国際大会（麗水）に合わせて、国際議会・アジア太平

ワイズメネット委員長

井上

優子

洋地域議会が開催されました。内容のご報告は、「理

本年度は郡山で「ワイズメネットのつどい」を開催い

事通信国際関係特集」にて別途お送りいたします。

たします。福島の今とあの日について聞いて感じて、
郡山の観光も楽しんでメネットの絆を深めたいと下

★国際表彰

記のような企画を致しました。メン、ウイメンの参加

国際大会（麗水）で次の方々が表彰されました。

も大歓迎です。

（東日本区関係）

・日時：平成 30 年 10 月 6 日（土）11:00～16:30

・バランタイン賞

藤井

寛敏さん（東京江東）

・場所：郡山キリスト福音教会

※バランタイン賞は特にワイズ運動に長期間にわ

福島県郡山市菜根 3－14－3

たり貢献した方に送られます。ワイズメンズクラブ

・講演「福島で生きていく」

国際協会メンバーの中から一人だけ表彰されます。
・エルマークロー賞

伊藤

講師：木田恵嗣氏（郡山キリスト福音教会牧師、
ふくしま HOPE プロジェクト代表）

幾夫さん

・お楽しみ IN 郡山プチ観光付

（東京多摩みなみ、直前東新部部長）
・個人ブースター賞

鈴木

恵次さん（熱海）

・参加費：4,000 円（昼食代、貸切バス）
☆詳細は 9 月初めに各クラブ会長宛にメールでご連
絡致します。
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★YMCA 便り

《10 月》
光永 尚生

6 日（土）

記録的な豪雨災害、猛暑など多くの方たちが困難の中

13 日（土）

東新部部大会（東京）

におられますがすべての皆様に、心身の平安がおとず

19 日（金）

第 3 回常任役員会

れますようにお祈りしております。

19 日（金）

文献・組織検討委員会

日本 YMCA 同盟から、全国の YMCA が進められて

20 日（土）

あずさ部部大会（甲府）

いる働きをお知らせしておりますが、9 月以降も、西

27 日（土）

次期部長・事業主任研修会

日本豪雨災害復旧とこころとからだのケアをしてい

31 日（水）

ワイズ・YMCA のパートナーシップ

担当主事

ワイズメネットの集い（郡山）

くための働きが継続されていきます。目に見えにくい

検討委員会

小さな働きもあるかもしれませんが、ひとつずつの尊
い働きに感謝申し上げます。

★ハンドブック＆ロースター

9 月には、2019 年に御殿場にて開催されます、アジ

お手元に届いていると思います。ご活用ください。訂

ア・太平洋 YMCA 大会準備委員会が、視察の為に来

正などがありましたら、副書記山口または区事務所ま

日されます。ユースアッセンフリー会場となる国立オ

でお知らせください。

リンピック青少年記念総合センター並びに YMCA 東
山荘を 4 日間にわたり視察されます。また、11 月 23

★編集後記

日～25 日に開催されます 2 年に一度の日本 YMCA

麗水の国際大会も無事に終了し、各部大会も 8 月 25 日

大会の準備も佳境に入ってまいります。「つどえ東山

の北海道部部大会を筆頭に 9 月・10 月に開催されます。

荘!～すべての Y がつながる日～」というテーマに沿

各クラブはいよいよエンジン全開。様々な活動が展開さ

って、ユースの大きな働きで準備が進められておりま

れています。宮内丸も各部大会の成功を祈りつつ帆に風

す。皆様には、是非ともご参加いただきますようにご

いっぱい受けて邁進中。

案内申し上げます。秋は、各部の部会、部大会の季節
となりますが各地域 YMCA のスタッフ、リーダーの

★第 22 回東日本区大会のご案内

参加が適う場合には、YMCA とワイズメンズクラブ

区大会まであと 273 日です。273 日後にお会いしま

のパートナーシップの現場を見える化できる機会と

しょう。開場はオリンピック記念青少年総合センター

して用いていただければありがたく存じます。「明日

です！

のリーダーは今日創られる」の精神にて、残暑の季節
をお過ごしください。
★9 月 10 月の主な予定（東日本区主催中心）
《9 月》
5 日（水） EMC 事業委員会
7 日（金） ワイズメネット委員会
7 日～9 日 YVLF（山中）
9 日（日） ユース事業委員会
14 日（金）

国際・交流事業委員会

15 日（土）

湘南・沖縄部部大会（厚木）

22 日（土）

北東部部大会（仙台）

22 日（土）

仙台クラブ 70 周年記念行事

28 日（金）

LT 委員会

29 日（土）

関東東部部大会（浦和）

30 日（日）

富士山部部大会（沼津）
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