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“No challenge, No fruit.”

主

題

『為せば、成る』

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.”
EMC / MC
2018.12.1 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）

初雪の便りが各地から届く季節になりました。
11 月 10 日には本年度第 2 回区役員会が四ツ谷日本
YMCA 同盟にて開催されました。出席者は 27 名、
議決権者 16 名中 15 名。各種報告に続き議案が審議
されました。
（内容は別項参照ください。）
11 月 18 日に（仮）東京町田スマイリングクラブの
設立総会が行われました。待望の新クラブ。喜ばし
い限りです。この勢いを続けましょう。
懸案でありました東日本区定款の再改訂に関し、11
月 12 日付で国際の承認がなされたとの連絡があり
ました。この機会にぜひ国際憲法及び東日本区定款
をお読みいただき今後の活動に備えてくださるよ
う切にお願いいたします。皆様にとって楽しく豊かなクリスマスになることを祈ります。
東京・町田に新クラブが誕生
新クラブ設立委員会会長
東新部にエクステンション委員会ができ、町田地域に
新クラブを作ろうと動き出したのは 2017 年の後半でし
た。月例のように発起人会、近隣の多数のクラブからの
準備委員とも会を重ね（５回）、スポンサークラブの依
頼、新クラブメンバー候補の勧誘。2018 年 4 月からは
新メンバー候補と準備委員が合同で開く準備例会も７
回を重ねて、11 月 18 日に設立総会を開催しました。
新クラブの名称は（仮）東京町田スマイリングワイズメ
ンズクラブ。メンバーは世田谷クラブから移籍の太田勝
人会長以下 11 名で、国際チャーターの認証を待つとこ
ろです。チャーターナイトは 2 月 24 日に行います。新
クラブをどうぞ温かくお迎え下さい。
強調月間
★ＥＭＣ-ＭＣ

松香光夫（東京町田コスモス）

開すること」が決定されました。2022 年は、ワイ
ズメンズクラブ創立 100 周年にあたり、それまで
会員増強事業主任 伊丹 一之
に会員数を東日区発足当時の 1246 人に増強しよ
EMC の M はメンバーシップ＝新会員獲得、C は
コンサベーション＝会員意識の高揚を意味します。 うというものです。
会員全員が、新会員を獲得するという意識を持っ
今年度 7 月 1 日現在の会員数は 860 人でした。今
て、初めて達成できる目標だと思います。今後、
年度は、各クラブ 2 名の会員増強を目標に掲げて
会員の皆様へのアンケートや、新キャンペーンの
おります。
11 月 10 日に行われた第 2 回東日本区役員会で、 名称を公募するなど、運動を展開してまいります。
皆様のご協力をお願いいたします。
「2022 年をゴールとする中期会員増強運動を展
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臨時常任役員会

★YMCA 便り

東日本区書記

担当主事 光永 尚生

板村

哲也

9 月 18 日から 75 日間の期間で実施されていました、日本

電磁的方法による臨時常任役員会（2018 年 11 月 8 日）

YMCA スタッフ研修ステップⅡは、12 月 1 日に閉講しまし

が開催され、
（仮）東京町田スマイリングクラブに対す

た。皆様のお支えにより、茨城、東京、横浜、大阪、和歌

る YES 支援金支給が承認可決されました。

山、神戸、熊本の 7 YMCA から 10 名が参加されました。
★入会者（2018 年 11 月１日～30 日）

各地の YMCA 並びに、ワイズメンズクラブの例会などで成
長の機会を見ていただきたく、お話の機会なども与えてい

高橋

準人さん

（宇都宮）

ただければ幸いです。今後の参加者のご活躍を心から祈

野澤

寛枝さん

（東京むかで）

っています。
12 月 5 日～7 日には、御殿場の YMCA 東山荘にて、日

★募金・献金（11 月分） ありがとうございました。

台 YMCA 連絡委員会が開催されます。台湾の全 YMCA

・東日本大震災募金

から理事長、総主事役員が参加され、日本の日台連絡委

第 2 回役員会

員の皆様、担当の総主事が協議を行われます。

2,050 円

・西日本豪雨災害募金

YMCA とワイズメンズクラブパートナーシップのキーワード
は「入りたくなるワイズ、支えたくなる YMCA」ですが、全国

甲府クラブ

30,000 円

の YMCA でも、その内容の実現と実践に向け引き続き工

東新部部大会

30,500 円

夫と努力、よきアイディアの創出などを進める所存です。

（甲府クラブの募金は 10 月 29 日にいただきました。）

クリスマスの季節を迎えていますが、時節柄、ご自愛くださ
い。

★12～1 月の主な予定（東日本区主催中心）
《12 月》
1 日（土）

富士山部部大会（沼津）

7 日～ 9 日

RDE トレーニング（プノンペン）

9 日～10 日

アジア太平洋年央会議（プノンペン）

14 日（金）

第 4 回常任役員会

15 日（土）

松本クラブ 30 周年記念例会

《1 月》

西日本豪雨災害支援の様子（YMCA 大会にて報告）

第 2 回役員会報告

18 日（金）

国際・交流事業委員会

25 日（金）

LT 委員会

30 日（水）

文献・組織委員会

★理事通信は毎月 1 日にワイズドットコムにて配信し
東日本区書記

板村

哲也

ます。また、東日本区ホームページにも載せています。

2018 年 11 月 10 日（土）、2018-2019 年度第 2 回役員

印刷する場合はホームページからお願いします。

会が東京四谷の日本 YMCA 同盟会館会議室にて開催
されました。出席者は 27 名で、議決権者は 16 名中 15

★編集後記

名。区、部、委員会および専任委員会の今年度のこれ

いよいよ宮内年度も後半戦スタート間近。新クラブ

までの活動報告が行われ、次いで議案審議と協議が行
われました。

誕生の声も聴き、また各クラブの活発な活動報告も聞

議案審議は予定の 5 議案全てが承認可決されました。

こえてきます。頑張ろう。

①第 1 回役員会議事録 ②第 21 回東日本区大会決算報

また、来年 6 月開催の第 22 回東日本区大会に向け

告③2019-2020 年度東日本区役員 ④2022 年をゴール

て、準備が本格化しています。
「平和」をテーマにした

とする中期会員増強計画運動を展開すること⑤ユース

今大会、今までとは一味違った大会にすべく、実行委

事業年間計画。協議は①ヤングメンバー区大会登録費

員一同張り切っています。ご期待を！

補助制度②会員増強計画。
次回（第 3 回）役員会は 2019 年 4 月 6～7 日。
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