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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。』
“Ask not what Y’s can do for you. Ask what you can do for Y’s.”

強調月間

ＢＦ / メネット

2019.3.1 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）

2011 年 3 月 11 日、私
は香港でニュースを知
り TV 画面に流れる惨
状を息を飲んで見てい
ました。前日の 10 日に
は IBC の TST クラブ
の記念例会に出席し、
翌 12 日に始まった南
東アジア区大会に出席、
受付に行くやいなや旧
町田スマイリングクラブ国際協会加盟認証状伝達式
知の方々から家族は大
丈夫か、ワイズの仲間は大丈夫かと声をかけられた。大会が始まるとお祈りの時は勿論の事、そ
れ以外にも事あるごとに被災地・被災者のために祈ってくださった。最終日には、出席者に募金
を募りその場で義援金として託された。さすがワイズ仲間、日頃からの人を思いやるワイズ精神
を強く感じ、熱い思いに勇気を貰って帰って来た。これからも心を合わせ、ワイズらしい支援を
継続して行きたいと思います。東日本大震災支援募金への皆様のご協力をどうぞよろしくお願
いいたします。
＜国際役員選挙結果＞
2 月 7 日締め切りで実施されました国際選挙の投票結果が国際本部から次の通り発表されまし
た。次々期国際会長（2020-2021 年度の国際会長） ポール-ヘンリック・ホーヴ・ジェイコブ
セン（Poul-Henrik Hove Jakobsen）デンマーク 、次期アジア太平洋地域会長（2020-2022 年
度のアジア太平洋地域会長） デイビッド・ルア（David Lua） シンガポール、 東日本区の投
票率は 65.2%でした。（西日本区：86.4%、世界各区の平均：63.3％）
＜会員増強運動をはじめます＞
ワイズメンズクラブは2022年に創立100年となります。東日本区ではこの年に、会員を1997
年東日本区発足当時の会員数である1,246名（現在より約400名増）にする目標を第2回役員会
（2018年11月10日）で設定しました。増員は各クラブでの増員に加え、新クラブ（5人以上で
設立可）を多数設立することで実現しようということになりました。今年7月から運動をはじ
めますが、これに先立ちクラブと会員の皆様にアンケートを実施し、会員増強運動の指針や新
しいワイズ像を策定します。皆様のアンケートへの参加をよろしくお願いいたします。なお、
この運動の進捗状況につきましては、機会あるごとに、さまざまな手段で皆様にお伝えしてま
いります。
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〇東京町田ｽﾏｲﾘﾝｸﾞﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞがﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄを迎えました
会長 太田 勝人
2019 年 2 月 24 日（日）町田市玉川学園“さくらん
ぼホール”にて 15 時より開始し、96 名（内 11 名が新
クラブの会員）の方々が参加されて「チャーターナイ
ト」を迎えることができました。
第 1 部国際協会加盟認証状伝達式にて式辞を賜り、チ
ャーターバッジを装着して頂いたときには会員一同皆
さんと同じメンバーになったのだと感動致しました。
第 2 部祝会では新クラブのメンバー発案で皆様に感謝
する「記念演奏」をもっておもてなし として式典を
大いに盛り上げたものと思います。
名誉ある Charter President として、
「感謝、信頼、地
固め、そして成長！」を会長主題として“決意表明”
をいたしました。皆様、引き続き新クラブへのご支援、
ご鞭撻を頂けますようお願い申し上げます。

時代の変化（夫婦共働き、会員高齢化）に伴い、先
細りの態ですが、元気に活動を持続しているクラブ、
女性会員（ウイメン）との協働をしているクラブ、メ
ンとの協働で互助を実現しているクラブがある事を
励みに、残された①絵本プロジェクト②東日本区メネ
ットアワーに向け力を注ぎます。アジア大会「平和七
夕用折鶴」制作７．５㎝×７．５㎝

（羽を広げない

で）のご協力をお願い致します。

★STEP 受け入れ
3月21日〜4月23日の予定でSri Lanka Y's Men's
Club of Moratuwaメンバーの息女 Pahani
Fernando （18歳、学生）を東西日本区で受け入
れます。東日本区では、前半の3月21日より4月5日

感謝しつつ。

まで滞在し、クラブ例会出席、各YMCA訪問等を
予定しています。ホストとしてお引受けいただいた

★BF について
国際・交流事業主任

東京江東クラブ（ホストファミリー宇田川ワイ

小原史奈子（東京たんぽぽ）

ズ）、熱海クラブ（同青木ワイズ）、宇都宮クラブ

多く皆様に使用済み切手の収集と整理、BF 献金に

（同山田ワイズ、粕田ワイズ）に心より御礼申し上

ご協力を頂き有難うございます。

げます。

BF とはブラザーフット基金（Brotherhood
Fund）の略です。集めた基金は、将来ワイズのリ

★YMCA 便り

ーダーとして活躍が期待されるメンバーを国際交流

担当主事

の場へ送り出し、他地域のワイズ事情を学ぶ為に活

2 月 20 日～22 日に、APAY（アジア・太平洋 YMCA

用されています。

同盟）から、役員の皆さんが YMCA 東山荘に来荘され

BF 代表には文化交流と大会代表の 2 種類があり、

ました。

BF 文化交流は少なくとも３週間、他地域のクラブ

2019 年 8 月 31 日～9 月 2 日のアジア太平洋 YMCA

や区大会などを訪問し、帰国後は報告書の提出と各

のユースアッセンブリー、9 月 3 日～9 月 6 日のゼネ

クラブで報告会等があります。大会代表は国際大

ラルアッセンブリーの準備の視察が目的です。2019 年

会、地域大会に参加する際に決められた金額の補助

度はワイズメンズクラブでは、アジア太平洋エリア大

があります。

会があり東西日本区大会、そして YMCA のアッセン

なお BF 代表派遣事業は 2017 年より国際のサイト

ブリーと国際ナショナルレベルの大会が続きます。こ

より個人で応募して頂くようになりました。

の時にこそ、私たちのパートナーシップが如何なく発
揮され、国際的団体として地域に生きている証が実現

★ワイズメネットの月に
ワイズメネット主任

光永 尚生

井上

できればと考えます。改めて、「Think Globally, Act

優子（もりおか）

Locally」の 1 年になるように祈りつつ過ごしたいと思

東日本区ロースターを資料にメネットについて現況

っています。

を調べてみました。

余談

登録者は４８０余名（伴侶として）、５９クラブ中１９

是非ともワールドカップラグビーも、全国で盛

り上げ観戦したいものです。個人の感想で失礼いたし

クラブがメネット会を有し１２０余名がメネット会員

ます。

と推測されます。また、女性会員（ウイメン）の増加
が顕著である事もわかりました。
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★鶴見新クラブ

20 日

東西理事連絡会（西日本区事務所）

今年度二つ目の新クラブ、
「横浜つるみクラブ」は 3 月

27 日

川越クラブ 20 周年記念行事

１７日設立総会、6 月 16 日にチャーターナイトを迎え
る予定です。新しい仲間を温かく歓迎しましょう。

★年次代議員会告示
2018-2019 年度の年次代議員会は、東日本区大会に合

★入会者（2019 年 2 月 1 日～28 日）

わせ 2019 年 6 月 1 日（土）午前 10 時 30 分から国立

1. 石井 邦典さん

（町田スマイリング）

オリンピック記念青少年総合センターで開催されるこ

2. 上島 一華さん

（町田スマイリング）

とを、東日本区定款第 6 条第 7 項に基づき公告いたし

3. 尾張 日出夫さん

（町田スマイリング）

ます。

4. 北川 達三さん

（町田スマイリング）

代議員会は東日本区における最高立法機関ですので、

5. 城田 教寛さん

（町田スマイリング）

すべてのクラブ会長、部選出代議員および人数割り代

6. 竹尾 信吾さん

（町田スマイリング）

議員は必ずご出席ください。

7. 谷口 美歩さん

（町田スマイリング）

なお、クラブまたは部が議案を提出する場合は、東日

8. 為我井 輝忠さん

（町田スマイリング）

本区定款第 6 条第 8 項の定めにより 4 月 6 日（土）ま

9. 松井 優希さん

（町田スマイリング）

でに議案提案書を東日本区理事（東日本区事務所）に

10. 宮本 秀憲さん

（甲府）

ご送付ください。議案提案書は、東日本区ホームペー

11. 金武 朝成さん

（沖縄）

ジからダウンロードしてください。

12. 平井 真和さん

（仙台青葉城）
★第 22 回東日本区大会

★募金・献金（2 月分） ありがとうございました。

3 月 1 日より、登録受付開始いたします。

・JEF 献金

申し込み方法は、WEB、メール、FAX にて対応してお

多摩みなみクラブ

10,000 円

光永 尚生さん（三島）

10,000 円

ります。以下のＨＰよりお申し込みください。
「https://rc2019.jimdofree.com/」

・EF 献金

会場の都合で、申し込み、宿泊に限りがございます。

田中 博之（東京多摩みなみ）

120 スイスフラン

あらかじめご了承ください。

宮内 友弥（東京武蔵野多摩）

15,000 円

理事杯コンペの受付も開始いたします。合わせてお申

東京多摩みなみクラブ

120 スイスフラン

し込みください。

★3 月 4 月の主な予定（東日本区主催中心）

★第 28 回アジア・太平洋地域大会

《3 月》

来る 7 月 19 日（金）から 21 日（日）まで仙台で開催

9日

されるアジア・太平洋地域大会は、2 月 1 日より登録

代議員会告示

9 日～10 日

次期会長・部役員研修会

受付を開始しております。まだ登録がお済みでない方

15 日

第 6 回常任役員会

は、お早めにお申し込みください。多くの方の参加を

17 日

（仮）横浜鶴見クラブ設立総会

お願いいたします。

18 日

文献組織委員会

23 日

東京サンライズクラブ 30 周年記念行事

★編集後記
寒さに凍えていた記憶が鮮明なのに、いつの間にか桜

《4 月》
5日

中間監査

5日

ユース事業委員会

5日

LT 委員会

6 日～7 日

のつぼみが大きくなってきています。一雨ごとに季節
の移り変わりを感じているのは私だけでしょうか。
いよいよ 3 月。今年度のラストスパートの時期となり
ました。新しい仲間が続々と誕生しています。喜び、

第 3 回役員会（東山荘）

励みとして勇んで前に進みましょう。
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