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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

ＥＦ / ＪＥＦ

“Ask not what Y’s can do for you. Ask what you can do for Y’s.”
2019.5.1 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）

風薫る 5 月、万物が生成に向かう感のある新
緑の季節となりました。
本年度「為せば、成る」を理事主題に掲げ、
邁進してきましたが、あっと言う間に残すと
ころ 2 ヶ月となりました。皆様にお支えいた
だきこれ迄の 10 ヶ月を完遂できたことに心
よりお礼申し上げますとともに、残された２
ヶ月理事として掲げた目標の達成を目指し
て全力投球します。皆様におかれましてもそ
れぞれの立場で目標の達成によりいっそう
のご尽力、ご協力を賜りますようお願いいた
します。
5 月 31 日の本年度最後となります第 4 回区
役員会に続き 6 月 1 日午前には年次代議員
会が開催されますので、議決権のある各クラ
ブ会長、部選出代議員の方は是非出席くださるようお願いいたします。また午後から第 22 回東日本区大
会が開催されます。登録はまだ間に合いますので、多くの方々のご参加をお待ちしております。大会記念
講演ではオバマ前大統領広島訪問の際に抱擁を交わした歴史研究家森 重昭さんをお迎えします。平和に
ついて思いを馳せ、大いに語る時としたく準備を進めています。
なお、7 月には、仙台で第 28 回アジア太平洋地域大会が開催されます。是非大勢で参加しましょう。
強調月間
★ＥＦ

★東日本区ワイズ基金（ＪＥＦ）

国際・交流事業主任 小原 史奈子（東京たんぽぽ）

ワイズ基金運営委員長 髙田 一彦（千葉）

EF：エンダウメント基金とは、国際のワイズ運動発

東日本区ワイズ基金（Japan East Fund）は東日本

展の為の特別基金です。個人やクラブが記念すべき

区活性化の為に使われる大事な基金です。部、クラ

出来事、行事、慶弔事などのおりに寄付金を国際協

ブ、個人の記念行事等に奉げるばかりでなく、JEF

会に送り積み立てます。基金評議会が管理し、その

を覚えての積極的な献金も大歓迎です。

運用で得られる益金を各エリアの申請に応じて配分

「中期会員増強運動展開」の支援やアジア・太平洋

しています。US＄120 以上の寄付の場合、寄付者名

地域大会に寄与する等、大事なイベントに際して東

と記念事業等が「ゴールデンブック」に記載され国

日本区を支える基金となっています。５月は、JEF

際が永久保管致します。東日本区では今年度目標

強調月間となっていますので、例会でのスマイル等

500 スイスフラン＝約 62,500 円達成に向けてご協

を JEF 献金として捧げて頂ければ幸いです。

力をお願いしています。
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第 3 回役員会報告

★YMCA 便り
東日本区書記

担当主事

板村 哲也

光永 尚生

2019 年 4 月 6 日（土）～7 日（日）、2018-2019 年度

去る、4 月 17 日に、東京 YMCA を会場として全国

第 3 回役員会が日本 YMCA 同盟東山荘にて開催され

YMCA 臨時総主事会議が開催されました。この会議で

ました。今年度のこれまでの活動報告が行われ、次い

は、前回お知らせした全国 YMCA で推進されている

で議案審議が行われました。なお、次期役員会のメン

オールジャパン YMCA の事業領域化という課題に取

バーも参加し次期への準備を進めました。

り組 む具体的 な内容の協議 が行われ ました。全 国

議案審議は予定の 13 議案のうち第 11 号議案（次回再

YMCA で展開する事業を 4 つの領域（ユース初期、ユ

提出）を除き全てが承認可決されました。①第 2 回役

ース中後期ミドル・シニア、募金などをベースに広く

員会議事録 ②2018-2019 年度東日本区会計中間決算

社会の問題の解決に寄与する支援）に分類し、全国標

および監査報告③2019-2020 年度東日本区理事方針④

準の統計データ作成など、オールジャパン YMCA、更

2019-2020 年度東日本区予算⑤2019-2020 年東日本区

に「ONE YMCA」へと向かうブランディングの更な

役員（第 2 回役員会以降の追加）⑥2019-2020 年度東

る推進を目指していきます。

日本区事務所長⑦第 24 回東日本区大会ホストクラブ

4 月の YMCA・ワイズメンズクラブパートナーシップ

立候補⑧次年度の理事、次期理事、次次期理事および

検討委員会の成果を受けて、6 月の東日本区大会・西

監事の候補者指名（第 2 回役員会以降の追加）⑨東日

日本区大会で東西 YMCA の担当主事会、連絡主事会

本区定款施行細則第 5 条の改訂⑩東日本区ワイズ基金

などでも連携と協働に関して協議を行い全国運動とし

支出⑪YES 活動支援金支給規定の見直し⑫ヤングメ

て歩みの確認をいたします。また、7 月の仙台で開催

ンバーに対する東日本区大会登録費補助制度規則の見

されるアジア・太平洋エリア大会への各 YMCA から

直し⑬ワイズメンズクラブ人財データベースの構築。

の参加と、9 月のアジア太平洋 YMCA 大会への参集も
確認が行われます。

以上

★入会者（2019 年 4 月１日～30 日）

★東日本区大会「フレッシュワイズの集い」開催のお知らせ
宮内 友弥

柴原

和可さん

横浜とつかクラブ

第 22 回東日本区大会では、新たな試みとして各クラ

小野

興子さん

甲府 21 クラブ

ブに入会して間もないメンバーを対象に第 1 日目の午

依田

友紀さん

甲府 21 クラブ

前中（10:00～11:30）にフレッシュワイズの集いを予

真鍋

泉さん

千葉クラブ

定しております。

柳井

恵さん

千葉クラブ

東日本区理事

入会 3 年目くらい迄のメンバーを対象に、ワイズの歴

☆お詫び☆

史や、組織などについて、LT 委員会の協力を得てわか

3 月入会者でご紹介した峯岸さんのお名前を間違って

りやすく説明いたします。（入会予定の方も歓迎しま

記載してしまいました。

す。
）

正しくは「峰岸

東日本区大会に来て、見て、知っていただき、今後の

お詫び申し上げます。

幸枝さん（東京多摩みなみ）」です。

ワイズ活動の参考にもなると思います。また、同時期

★募金・献金（4 月分） ありがとうございました。

入会ということで、部や、クラブを超えたつながりが

・JEF 献金

できるものと思っております。新入会メンバーはぜひ

尾内昌吉さん（東京山手）

30,000 円

フレッシュワイズの集いにご参加ください。
（詳細につ

栗本治郎さん（熱海）

30,000 円

いては、各クラブ会長または東日本区大会 HP へお問

・東日本大震災支援募金

い合わせください。）なお、40 歳以下（2019 年 4 月時

第 3 回役員会礼拝献金

8,500 円

・熊本大地震支援募金

点）のメンバーには区より東日本区大会の登録費の補

第 3 回役員会礼拝献金

助がありますので、合わせてお申込ください。
（この会の参加料は無料です。
）
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8,500 円

★（仮）横浜つるみワイズメンズクラブ報告

です。しっかりと準備したいと思います。

湘南・沖縄部エクステンション委員会委員長 辻 剛（横浜つづき）

近々皆さまにはご案内を差しあげますので、是非万難

・4 月の最大のニュースは、国際協会から加盟認証状

を排してご出席くださり「つるみクラブ」の門出を祝

が届いたことです。それも想像していたよりも“かな

福していただきたくお願い申しあげます。

り早く”でした。
「つるみクラブ」は 4 月 2 日に宮内友
弥理事に申請書類一式を送り、理事から直ちに国際協

★5 月 6 月の主な予定（東日本区主催中心）

会に提出されました。そして、4 月 20 日に久保勝昭会

《5 月》

長の許に認証状が送られて来たのです。これは近来に

10 日 表彰委員会

ない速さだと思います。国際協会の新クラブ設立に対

18 日 宇都宮クラブ 40 周年記念行事

する並々ならぬ思いが、このようなスピーディーな対

20 日 文献・組織検討委員会

応に表れているのではないでしょうか。なにはともあ

24 日 （仮）会員増強推進委員会

れ、田中博之・アジア太平洋地域会長、宮内理事、小

25 日 オープンフォーラムＹ

山憲彦・東日本区事務所長他お世話になった方々に厚

31 日 第 4 回役員会
《6 月》

く御礼申し上げます。
・4 月にはもう一つ嬉しいニュースがありました。4 月

1日

20 日（土）に開催された湘南・沖縄部の評議会で「つ

1 日～2 日 第 22 回東日本区大会

年次代議員会

るみクラブに対する追加支援」が承認されたことです。

14 日 ワイズメネット委員会

以前に報告しましたが、湘南・沖縄部は昨年 11 月に開

14 日 次期常任役員会

催された評議会にて「今後新設クラブに対しては部が

16 日 （仮）横浜つるみクラブチャーターナイト

スポンサーになること」および「つるみクラブが支払
う入会金を部が肩代わりすること」を決めております。
しかしながら、今回つるみクラブの予算を精査したと
ころかなり厳しい状況にあることが判明しましたので、
心苦しかったのですが追加の支援をお願いしました。
評議会では皆さまに真剣に審議していただき、最終的

★第 28 回アジア・太平洋地域大会
来る 7 月 19 日（金）から 21 日（日）まで仙台で開催
されるアジア・太平洋地域大会は、2 月 1 日より登録
受付を開始しております。お早めにお申し込みくださ
い。多くの方の参加をお願いいたします。
★第 22 回東日本区大会速報
いよいよ開催まで 1 ヶ月となりました。
お申込いただきありがとうございます。
オリンピックセンターでの受付は、10：30 よりカルチ
ャー棟大ホールホワイエにて、プログラム開始（オー
プニングセレモニー）は、12：30 からとなっておりま
す。最終準備に追われておりますが皆様のお越しを心
よりお待ちしております。

には承認していただきました。世界初ともいえる部が
スポンサーシップをとるという試みですが、お陰様で
部および各クラブの皆さまのご理解とご協力をいただ
きながら「つるみクラブ」は巣立って行ける見通しが
開けました。本当に感謝の気持ちで一杯です。しかし、
支援はあくまでも初年度のみです。その後は自分の 2
本の足で立ち、前に進まねばならないという思いを新
たにしています。
・チャーターナイトは 6 月 16 日（日）16 時～18 時半
横浜鶴見中央地域ケアプラザにおいて開催いたします。

※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。
6 月号は最終特別号になりますので、6 月 10 日ごろの
発行となります。

4 月 12 日（金）4 月度仮例会兼第 8 回エクステンショ
★編集後記
天候の変動が激しいです。体調に注意して日々過ごし
たいと思っています。様々な変化に翻弄されそうにな
る日々ですが、一日一日を幸せに生きていくために大
事にしたいものです。先日秋川渓谷に行くチャンスが
ありました。二億年前の地層の話を聞きながら、新緑
の自然の素晴らしさに心を打たれ、また、前に進む元
気をもらってきました。
（N.Y.）

ン委員会を開催し、万全の体制で臨むべく様々な準備
のための打ち合わせを行いました。バナーのデザイン
も決まり 6 月 16 日には素晴らしいバナーをご披露で
きると思っています。
今後の予定としては、5 月 10 日（金）に 5 月度仮例会
を開催いたします。チャーターナイト前の最後の例会
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