ワイズメンズクラブ

国際協会

東日本区

２０２０～２０２１年度

あずさ部 部報１号

ワイズメンズクラブ国際協会

東日本区

あずさ部
1

今年度のあずさ部のスタッフ
頁
部

長

．．．．．．．．．．．．．．御園生

好

子（東京サンライズ）．．

3

次期部長

．．．．．．．．．．．．．．長谷川

あや子（東京八王子）．．．．．．．．
4

直前部長

．．．．．．．．．．．．．．赤

羽

美栄子（松本）．．．．．．．

書

記

．．．．．．．．．．．．．．小

山

久

恵（東京サンライズ）．．．．．．．．
5

会

計

．．．．．．．．．．．．．．江

原

修

一（東京サンライズ）．．．．．．．．
5

4

地域奉仕・YMCAサービス事業主査 ．．．．．．
望 月 喜代子（富士五湖）．．．．．．．
6
会員増強事業主査

．．．．．．．．．．．
野々垣

国際・交流事業主査

．．．．．．．．．服

部

健

五（甲府２１）．．．．．．．．．
6

節

子（東京たんぽぽ）．．．
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ユース事業主査

．．．．．．．．．．．．．．
大 谷 博

愛（東京サンライズ）．．．．．．
8

メネット連絡員

．．．．．．．．．．．御園生

好

子（東京サンライズ）．．

8

．．．．．．．．．．．．．．久保田

貞

視（東京八王子）．．．．
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克

明

．．．．．．．．．．．．
10

文

恵

．．．．．．．．．．．．
10

大

輔

．．．．．．．．．．．．
11

宏

素

．．．．．．．．．．．．
11

．．．．．．．．．
立 田 佳

明

．．．．．．．．．．．．
12

監

事

甲府クラブ会長

．．．．．．．．．．．標

東京西クラブ会長

．．．．．．．．．．．
篠 原

東京武蔵野多摩クラブ会長
松本クラブ会長

．．．．．．．
渡 辺

．．．．．．．．．．．金

東京サンライズクラブ会長
甲府２１クラブ会長

．．．．．．．．．．
輿 水

順

雄

．．．．．．．．．．．．
12

．．．．．．．．．．
花 輪

宗

命

．．．．．．．．．．．．
13

．．．．．．．．．
越 智

京

子

．．．．．．．．．．．．
14

．．．．．．．．．．
後 藤

昭

子

．．．．．．．．．．．．
14

俊

子

．．．．．．．．．．．．
15

東京八王子クラブ会長
東京たんぽぽクラブ会長
富士五湖クラブ会長

井

長野クラブ会長

．．．．．．．．．． 森

本

部則・各種規定

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16
今年度のあずさ部の予定

部会

2020年10月17日（土） （東京サンライズクラブ）

第一回評議会

2020年 7月18日（土） （東京八王子クラブ）

第二回評議会

2020年 2月13日（土） （富士五湖クラブ）

第三回評議会

2020年 5月 8日（土） （東京西クラブ）
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中止

部長主題「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｏ Ｃｈａｎｇｅ！」「変わるに挑戦！」
あずさ部部長 御園生 好 子（東京サンライズクラブ）
ワイズ歴
１９９４年
１９９８－１９９９
２００２年５月
２００４－２００５
２００６－２００７
２００８－２００９
２００９年７月
２０１１－２０１２
２０１２－２０１７
２０１４－２０１５
２０１６－２０１７

東京山手クラブ入会
あずさ部会計
東京たんぽぽクラブ チャーターメンバーとして転会
クラブ会長
あずさ部地域奉仕事業主査
あずさ部交流事業主査
東京サンライズクラブに転会
クラブ会長
東日本区ＬＴ委員
あずさ部会員増強事業主査
クラブ会長

次年度の東日本区理事の主題 Ｌｅｔ’ｓ ｅｎｊｏｙ“Ｃｈａｎｇｅｓ”「変化を楽しもう」に則り、私もＣｈａｎｇｅする
事が大事だと思い、Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｏ Ｃｈａｎｇｅ！「変わるに挑戦！」といたしました。
前年度から今期は色々な行事、会議等が中止になり、今までに無い経験をしています。
それに伴い、例会始め会議等リモートが主流になっています。
何もかも新しい物が良いとは思いませんが、Ｙ’ｓの内容、在り方等は時代に合わなくなって来ている
事が多く有ると思います。
小さい事でも不都合だったり伝統と現実との格差だったりとその様な普段疑問に思っていることや変
えて行きたい事等、各クラブで話し合って頂き、皆様の忌憚ないご意見を伺い検討して行きたいと思
います。
各クラブで纏める事が出来ないとか、個人的に関わって行きたい場合は是非部長なりその問題に係わ
る主査に相談して頂きたい。
皆で協力して取り組んでゆきましょう。
そして「変化する事に挑戦」して行きたいと思っています。
重点活動
○ 変化する事に挑戦
○ ２０２２プロジェクトへの協力
○ ユースとの交流
○ 各種献金への協力
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あずさ部次期部長
長谷川 あや子（東京八王子クラブ）
ワイズ歴
１９９７年
２００３-２００４
２００５-２００６
２００７-２００９
２００９-２０１０
２０１１-２０１２
２０１２-２０１３
２０１５-２０１６
２０１７-２０１８
２０１８-２０１９
２０１９-２０２０

東京八王子クラブ入会
クラブ会長
あずさ部地域奉仕事業主査
東日本区 LT 委員会委員
東日本区書記
東日本区地域奉仕事業主任
あずさ部書記
クラブ会長
あずさ部地域奉仕事業主査
東日本区会計
あずさ部国際・交流事業主査

1997 年 7 月に発足したあずさ部は日本区時代の東部、北東部、南東部から 9 クラブ（
（甲府、東京山
手、東京武蔵野、東京西、東京多摩、松本、東京サンライズ、甲府 21、東京八王子）でスタートしま
した。新宿～松本間を結ぶ特急あずさ号にちなんでの命名です。２００２年に東京たんぽぽＹサービス
クラブ、２００３年に富士五湖クラブ、２００４年に東京セントラルクラブ、２０１２年に長野クラブが設立
され車両も増えましたが、多摩クラブと武蔵野クラブが合併され、東京セントラルクラブが解散、又、
昨年度末で東京山手クラブが解散されて２０２０－２１年度あずさ部は１０クラブで出発、進行です。部則
により部長は各クラブ輪番制で、現在三周目となりました。私も次期は東京八王子クラブとしては三
代目の部長を拝命いたしました。あずさ部は初代から今に至るまで毎年新しい人がその重責を担って
まいりました。これはあずさ部にとって誇らしいことだと思います。今までの積み重ねを大切に、そ
して今年度は御園生部長の方針に沿って一致団結して協力し、勇気と希望を持って次から次へとバト
ンタッチして行きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

あずさ部直前部長
赤 羽 美栄子（松本クラブ）
ワイズ歴
１９９８年
２００１-２００２
２００１-２００２
２０１０-２０１１
２０１６-２０１７
２０１９-２０２０

松本クラブ入会
松本クラブ会長
あずさ部書記
松本クラブ会長
松本クラブ会長
あずさ部書記

２０１９－２０２０年度あずさ部長として皆様方には大変なご協力をいただき心から感謝申し上げます。
台風１９号の災害や新型コロナウイルスによる感染拡大のための長い自粛によって後半の活動は全く
できない状態でした。そんな中でも多くの新入会員が仲間入りしてくださったことはとても励みにな
りました。
今後もまだまだコロナに気を付けながらの生活は続くことでしょうし、部やクラブの事業等も予定通
りにはいかないことも多々あると思いますが、御園生部長のリーダーシップで難関をのりこえ、更に
ワイズの絆を深めていただくことを願っております。
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あずさ部書記
小 山 久 恵（東京サンライズクラブ）
ワイズ歴
１９８９年５月
１９８９年５月
２００７-２００８
２００９-２０１０
２０１２-２０１３
２０１３-２０１６
２０１５年１０月
２０１６-２０１７
２０１９-２０２０

東京サンライズクラブチャーターメネット
メンバーとして入会
クラブ会長
クラブ会長
東日本区地域奉仕事業主任
東日本区ＬＴ委員
ＢＦ代表 オーストラリア訪問
あずさ部書記
クラブ会長

抱負
部長の手助けができるよう努力します。
目標
連絡、依頼等、早目に出せるようにします。

あずさ部会計
江 原 修 一（東京サンライズクラブ）
ワイズ歴
２００６年６月
２０１７-２０１８
２０２０-２０２１

東京サンライズクラブ入会
クラブ会長
あずさ部会計

抱負
ワイズ入会のきっかけは、私がＹＭＣＡの高校生クラブ時代リーダーの大谷
博愛さんと卒業以来何十年ぶりに会って、帰りがけにワイズメンズクラブ
に入りなさいと云うので、尊敬するリーダーの云う事なので、ワイズメンズクラブ自体を良く知ら
ずに「はい」と返事をした事がきっかけです。入会したら高校生の時の遠矢ディクターもメンバー
なので驚きました。と云う訳でＹＭＣＡは高校・大学時代から慣れ親しんで居りますので、一般の方
と比べるとキリスト教色に対する違和感を余り感じずに入会出来ました。
目標
今年は弊クラブから「あずさ部長」を輩出する栄光の年で、３役揃って張り切って居りましたが、コロナウイル
ス騒動でＹＭＣＡ自体の活動が自粛と成り、ワイズも不要不急の外出を避ける様にと、政府発表の緊急事
態宣言のお達しに依り、何時活動が再開出来るか、先の見えない状態ですが。任期に入りましたら部長を
中心にどの様な事が出来るか理事・各部長のご意見も拝聴し、良く相談致したいと思って居ます。以上宜
しくお願い致します。
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地域奉仕・ＹＭＣＡサービス事業主査
望 月 喜代子（富士五湖クラブ）
ワイズ歴
２００３年５月
２００７-２００８
２００９-２０１０
２０１９-２０２０
２０２０-２０２１

富士五湖クラブチャーターメンバーとして入会
あずさ部２０００Ｐ委員
クラブ会長 第１３回東日本区大会ホスト
クラブ会長
あずさ部地域奉仕・ＹＭＣＡサービス主事主査

抱負
初めてのあずさ部事業主査として大変光栄に思っています。ワイズにとって地域奉仕はクラブ活動
の原点だと思います。あずさ部各クラブのＣＳ活動の良いところを、あずさ部全クラブで共有するこ
とを目標として、ＣＳ、Ｙサの質を上げていきたいと思っています。
重点目標
あずさ部全クラブが、地域奉仕事業の目玉として、他クラブに誇れる事業をより発展させ、継続さ
せていく。新しい地域奉仕活動にも、より積極的にチャレンジしていく。ＹＭＣＡのない地域のＹＭ
ＣＡ理解強化を図っていく。あずさ部各クラブの目玉になるＣＳ活動には全て出席したいと思ってい
ます。それによって、あずさ部によるＣＳ活動補助金も勉強したいと思っています。1 年間よろしく
お願いします。

会員増強事業主査
野々垣 健 五（甲府２１クラブ）
ワイズ歴
１９９０年１１月
２０２０-２０２１

甲府２１クラブチャーターメンバーとして入会
あずさ部会員増強事業主査

［１］ワイズ歴〜小さな我がヒストリー
私は、甲府２１ワイズメンズクラブのチャーターメンバーであることもつゆ知
らず、極端な言い方をすれば、たまたま預金通帳に残高があり、会費を納め
ていたに過ぎないと云える様な、正に「幽霊会員」でありました。私が６年
程前から運動に参加する型をとり動き始めたのは、７０才の「齢（よわい）
」をみてからであります。
その当時、私共の友人や後輩、全てを背負って活動されていた故・中島竹男さんの病気によるダウン
によって、甲府２１の弱体化は必至となり、これは“まずいぞ”と思って、話し易い仲間、後輩、先輩
に声を掛け、動いたのがきっかけでした。皆、快く受けてくれて、今は甲府２１の核となって活動され
ています。心より感謝です。
［２］２０２０～２０２１に向けての抱負
新型コロナウイルス禍の騒動がどう収まっていくのか？予測出来ません。然し、外へと動かず、じっ
と籠っている間に「人間と人間の絆の大切さ」や「キリスト教との接点を考える」良い時を過ごせて
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いると思います。何事に向き合う時も“力”を入れるのではなく、時を経ていくことを「淡々」と愉
しみながら、ＹＭＣＡ運動を通しての軽い奉仕を考えていける様にしたいものです。ＹＭＣＡが地元に
ない方も「ＹＭＣＡ」の「Ｃ」を心に覚え、社会奉仕を暮らしの中に取り入れていかれたらと思います。
［３］２０２０～２０２１の重点目標
甲府２１ワイズメンズクラブにおいては他クラブからみて多くのメンバーが増えています。各クラブにお
いて、人数というより「少し仲間を加えたい」と思う様にしましょう。山梨は、甲府は、小さな街故に
人と人の繋がりが容易であることは感謝です。各クラブにおかれても「気軽に４人位」仲間に加えてい
ませんか？
［４］２０２０～２０２１における事業・行事
（1）あずさ部において、部会等にて事例発表と事例に基づく懇談会をしていきましょう。そして、ワ
イズメン、ウイメンと知り合いをつくることに心掛けましょう。
（2）
ワイズのメンバーで壁を作っていないか？自分達のメンバー数はこれでよいと思っていないだろ
うか？私は、甲府の町、町ごとにメンバー1 人を目指そうと思っていたらどうかと考えています。
［５］まとめ
とはいえ、新型コロナウイルス禍との不安にまみれた戦いが続きそうな 1 年です。私はＡＩＴはよく分
からずに暮らしています。然し、ＺＯＯＭやラインを使っての交流も又、よきものとなります様に。
あずさ部１１クラブは互いを認め合い、意識し合って、ゆっくり歩を進めていきましょう。新型コロナ
ウイルス禍はもっと「スローダウン」への警鐘と理解します。

国際・交流事業主査
服 部 節 子（東京たんぽぽクラブ）
ワイズ歴
１９９１年
２００２年５月
２０１４-２０１５

東京山手クラブ入会
東京たんぽぽクラブ チャーターメンバーとして入会
クラブ会長

抱負
ワイズ歴だけは積んできましたが、主査というお役は初めてです。
何もかも手探りですので皆様のお力を借り、前向きに活動したいと思い
ます。
重点目標
国際・交流事業主任 米永晴信氏の事業主題「交流の輪を広げる喜びと感動を！」に基づき、輪を
広げていく事が出来ればと思います。
事業・行事でアピールしたい事
粛々と事業計画の活動を達成出来ればと思います
その他
前任者 東京たんぽぽＹサービスクラブ 小原史奈子氏に指示いただき遂行したいと思います
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ユース事業主査
大 谷 博 愛（東京サンライズクラブ）
ワイズ歴
１９８９年５月 東京サンライズワイズメンズクラブのチャーターメンバー
で、３１年間サンライズ一筋でやっております。
抱負
御園生好子部長により、ユース事業主査に任じられました。
部長は主題に「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｏ Ｃｈａｎｇｅ」
「変わるに挑戦！」を掲げ、重
点目標の一つにユース事業を挙げております。その分責任を重く受け止
めておりますが、私のような者がこの任に堪えうるか不安も感じております。
誠心誠意努力して部長を支えたいと思いますので、各クラブそしてメンバー各位のご協力をお願い
いたします。
重点目標
本来であれば、ＹＥＥＰ事業およびＳＴＥＰ事業を積極的に進めて行きたいところですが、新型コロナ
ウイルス危機のため国境を越えた活動は思い通りには行かないと思います。もちろん、情勢が好転
すれば、これらの事業も前向きに取り組みます。
そこで、ＹＩＡ(Ｙｏｕｔｈ Ｉｎｖｏｌｖｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ)事業に重きを置き、じっくりと深みのある事
業の展開を目指したいと思います。
単にワイズの後継者の育成という視点に止まらず、新たな世界観を持った若者が育って行くために
我々ワイズは何ができるのかを考えて行きたいと思います。現在直面しているコロナ危機が今日の
社会に突き詰めている問題はまったく新しい世界のシステムの構築だと思います。どんなに小さな
ことでも若者がこうした方向にポジティブになるようにエンカレッジすることは、「変わるに挑
戦！」に適っていると思います。このための具体的な事業について、メンバー各位からも多くのア
イデアが寄せられることを期待しております。

メネット連絡員
御園生 好 子（東京サンライズクラブ）
今期は部長が兼任いたします。
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あずさ部監事
久保田 貞 視（東京八王子クラブ）
ワイズ歴
１９９４年１０月
１９９９-２０００
２００２-２００７
２００６-２００８
２００８-２００９
２００９-２０１０
２０１０-２０１１
２０１１-２０１２
２０１２-２０１３
２０１４-２０１５
２０１６-２０１８
２０１８-２０１９

東京八王子クラブ チャーターメンバーとして入会
クラブ会長
５年間 東日本区ＴＣ
２年間 アジア地域ＴＣ
アジア地域ＡＳＤ-ＭＣ
東日本区国際・交流事業主任
アジア地域書記
アジア地域ＡＳＤ-ＴＯＦ
あずさ部部長
クラブ会長
東日本区監事
クラブ会長

抱負：
今年は３月から新型コロナウィルス感染のため、４月７日には政府による非常事態宣言が発表さ
れ、ワイズの今期になっても３密（密閉、密集、密接）回避と外出自粛などより産業界も大きな損
害を被っている業種もあり、５月末に非常事態宣言は解除されましたが回復までには相当時間がか
かります。これから今までと違った社会生活・ニューノーマル（新常態）の状態が続くでしょう。
ワイズの活動でも評議会や部会のあり方について変革せざるを得ないかも知れません。しかし、あ
ずさ部としての活動が一堂に会することができなくてもズームなどで対応は可能ですが。
監査については、昨年度同様、ワイズのガバナンスであるワイズの理念「隣人愛」と「ＹＭＣＡ
サービス」を前提に、ワイズ活動もＮＰＯ活動として常に①市民性 ②社会変革性 ③組織安定性を
認識して活動をしているかを一緒になって考えたいと思います。
部の監査としては上記の業務監査と財務監査があり、財務監査は決算会計の正確さを確認するこ
とです。あずさ部も創立６７年目となる東京山手クラブの解散は非常に寂しいし、会員減少で苦しん
でいるクラブもありますが、活動の理念を遵守し、会員増強に努め維持発展して欲しいものです。
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会長主題『過去を無駄にしないで前進する』

甲府クラブ会長 標
ワイズ歴
２００７年
２０１２-２０１３
２０１５-２０１６
２０１９-２０２０

克 明

甲府クラブ入会
クラブ会長
あずさ部部長
クラブ会長

抱負
昨年甲府クラブは創立７０年でした。大きな事業、７０周年記念委員会を発
足し準備をしていましたが、記念例会は出来ませんでした。しかし新しい７１年目が始まり、準備し
て来た事が無駄にならないようクラブ運営をしていきたいと思います。
今期は私の他、役員の皆様には再度役職を引き受けていただきクラブを運営して行きます。これ
は７０周年記念関係も完結していませんし、昨年役員会等で意見を出し合い話しあった事もまだクラ
ブ内で話をしていません。そんな事もあり今期役員を引き受けていただきました。
山梨ＹＭＣＡも新館になり、新年度のワイズメンが手伝いするチャリティーラン、バザーなども内
容がまったく新しくなると思います。新生活の中で一番良い方法を考えてサポートしていきたいと
思います。
今年度も引き続き例会の方法とか、ワイズの活動方法を考えながら行って行かなければならない
と考えています。他クラブを見本とさせていただき活動して行きたいと思います。
重点目標
事業としては例年と同様に山梨ＹＭＣＡのバザー、サマーキャンプ、チャリティーランの支援を継
続する予定です。地域奉仕にも力を注ぎたいです。この一環として、環境フォーラムを実施する予定
です。

会長主題『変化を恐れず、少しずつ』

東京西クラブ会長 篠 原 文 恵
ワイズ歴
２００４年５月

東京西クラブ入会

抱負 ： コロナ対策のためクラブ活動に制約があったが、無理のない範囲で通
常の会合を開けるよう望んでいます。
重点目標 ： 今後も魅力的な例会内容とメンバー相互の連絡を密にし、新しい
風を取り入れる柔軟な心を持って行きたいと思います。
事業 ： 東京ＹＭＣＡホテル学校の留学生に対する支援を継続し、交流を深めて行きたい。
行事 ： 納涼例会、クリスマス例会の実施、東京世田谷クラブとの合同例会実施
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活動 ： ＷＨＯのコース案内はＱＲコードで案内が詳細に読み取れるようになった
ので、参加者の広がりが期待され、体力的に参加できない人には読む楽し
みを味わってもらえるので、今後も充実させていきたい。但し現在は、あ
まりにも個人の努力に頼りすぎているので何とか協力していきたいが、メ
ンバーの高齢化や体力不足で不可能が続いている。
※ 上のＱＲコードをクリックしてください。

会長主題『新しい生活様式の中で何ができるのか。
』

東京武蔵野多摩クラブ会長 渡 辺 大 輔
ワイズ歴
２０１３年１０月

東京武蔵野多摩クラブ入会

抱負
新しい生活様式の中で、今までのワイズ活動のようにはいかないこと
もたくさん出てくると思われます。
そんな中で、しい活動や、活動形態を模索し、実践していきたいです。
外出を控えなければいけない状況の中で、ＩＴツール等を持っていない
メンバーのフォローや、ツールの使い方なども共有していきたいです。
初の会長職ですが、頑張ります
重点目標
コロナ禍ですが、メンバーの心が離れないようにしたい

会長主題『目的を具現化する』

松本クラブ会長 金 井 宏 素
ワイズ歴
２００１年９月
２００４-２００５
２０１１-20１２
２０１９-20２０

松本クラブ入会
クラブ会長
あずさ部部長
あずさ部書記

【抱負】
ＣＳ事業「アジア賞作文コンテスト」を今年も実行する予定です。
しかしながら ＣＯＶＩＤ－１９の現状を見据えると、実施に伴う様々な課題が見えてきます。
この事業はアジア留学生の支援と国際親善を目的として創設されたものです。
現在 事業の対象となるアジア留学生がどのよう状況下にあるのか詳しくわかりませんが、多くの
留学生を支えるアルバイト先の飲食店は壊滅状態です。
こんな時だからこそ留学生支援が必要です、安全に留意して事業の継続を目指したいと思います。
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【重点目標】
新規入会 1 名 を目指す。
【事業、行事でアピールしたいこと】
２０２０年１２月１２日(土)松本において第２２回アジア賞授賞式開催予定です。
どうかよろしくお願いいたします

会長主題『変えよう！変わろう！ワイズと共に！』

東京サンライズクラブ会長 立 田 佳 明
ワイズ歴
２００１年
２０１１年８月
２０１４年１月

東京江東クラブ入会
東京セントラルクラブ転会
東京セントラルクラブの解散に伴い東京サンライズ
クラブに転会

今期は東京サンライズクラブからあずさ部部長が選出され、クラブ会長と
して御園生部長をサポートしたいと思いクラブ会長を引き受けました。
部長主題「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｏ Ｃｈａｎｇｅ！」
「変わるに挑戦！」を手伝いたいと思い、会長主題も「変え
よう！変わろう！ワイズと共に！」としました。
コロナウィルス禍から変えざるを得ない状況が多くなって来ました。リモートワークが当たり前の
様になり、会議はＺｏｏｍ等を使用したりしています。東京サンライズクラブでは全員の連絡用にラ
インを使用しているので、この度の自粛ではラインのビデオチャットで例会をしています。
前年度に出来なかった山中湖センターワークキャンプ等は、
今期日を改めて実行したいと思います。
一日も早くコロナが終息し、通常の活動が出来れば良いと思います。

会長主題『それぞれのプラス１を』

甲府２１クラブ会長 輿 水 順 雄
ワイズ歴２７年
１９９３年１２月甲府２１クラブ入会。ワイズ歴は長いのですが、Ｊリーグクラブ
に勤務しており試合は土日が基本で、ワイズの活動と重なることが多く参
加することができませんでした。この 3 月で非常勤になったのを機会に、
ワイズ優先の日程になりました。
抱負
会員数は２０１３年１６名、２０２０年３８名とここ７年で２２名増えました。歴代会長の
リーダーシップと積極的な働きかけのおかげです。会員数が増えることにより、活動も活発となり参加率も増え
ました。この流れを継続していくためには、全会員が今までのワイズ活動にプラス１を心掛けることが必要だと
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考えます。会員各々にクラブとのかかわり方が違いますが、少しでもクラブの前進を感じられる年にしたいと思
います。
重点目標
・新たに完成した「山梨ＹＭＣＡグローバルコミュニティセンター」で、５月から事業活動がスタート
しました。山梨ＹＭＣＡの大きな転機でもあります。その活動を積極的にサポートしていきます。
・１１月にクラブ創立３０周年を迎えます。
大きな節目の年として、
クラブの飛躍につなげる年にしたい。
・来年６月にはホストクラブとして、第２４回東日本区大会を甲府で開催します。多くの皆様にご参加
いただき、ワイズの絆を深める大会としたい。
事業・行事のアピール
・１１月１４日(土)は甲府ワイズメンズクラブ創立３０周年記念例会を開催します。あずさ部の皆様のご
参加をお待ちしております。
・来年６月１２日(土)～１３日(日)は、甲府２１クラブがホストクラブとなり第２４回東日本区大会を甲府
で開催します。多くのワイズメン・メネットのご参加とご協力をお願いいたします。

会長主題『その

誰かに なりたい！』
東京八王子クラブ会長 花 輪 宗 命
ワイズ暦
１９９４年９月

松京八王子クラブ入会

抱負
諸先輩に助けて頂きながら、輝かしい八王子クラブの伝統を引継ぎ、
次代の発展につなげていきたいです。

重点目標
会員増強（特に、次代を担う若手の参入を促したい）
事業・行事でアピールしたいこと
ワイズメン活動の初志が、２１世紀に入ってからの世界の隅々にも、深く浸透していくようにしたい
です。
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会長主題『一歩前進・継続は力』

東京たんぽぽクラブ会長 越 智 京 子
ワイズ歴
１９９４年４月
１９９６-１９９８
１９９８-１９９９
１９９９-２０００
２００２年４月
２００２-２００４
２００４-２００５
２００５-２００６
２００７-２００８
２０１０-２０１２
２０１２-２０１４
２０１８-２０２０

東京山手クラブ入会
クラブ会長
あずさ部部長
あずさ部ＹＭＣＡサービス、ＡＳＦ、ＹＩＡ事業主査
東京たんぽぽクラブ チャーターメンバーとして転入会
クラブ会長
あずさ部ＹＭＣＡサービス、ＡＳＦ、ＹＩＡ事業主査
東日本区ユース事業主任
東日本区理事
東日本区監事
クラブ会長
クラブ会長

抱負
昨年１０月に新入会者を２名迎えて、今期も更なる会員増に向けて「一歩前進・継続は力」の主題のもと、
取り組んでいきます。
重点目標
会員増を目標とする
ｌｉｂｙ支援のチャリティーコンサート開催
ＣＳ活動として毎月行う「わくわくサロン」開催
東日本大震災支援の一環として年２回石巻への歌の出前継続
東京ＹＭＣＡのプロジェクトを全面サポート参加
事業・行事
ｌｉｂｙ支援のためのチャリティーコンサートを主力で継続実施
ＣＳ事業・震災被災地支援 石巻へ歌の出前継続実施
東京ＹＭＣＡ主催、国際協力街頭募金
東京ＹＭＣＡインターナショナルチャリティーラン参加支援
東日本大震災支援街頭募金（東京山手ＹＭＣＡ主催 参加）

会長主題『前向きに

前向きに 今日も笑顔で絶好調！！』
富士五湖クラブ会長 後 藤 昭 子

ワイズ歴

２００３年２月
２０１０-２０１１
２０１４-２０１５
２０１６-２０１７

富士五湖クラブ チャーターメンバーとして入会
第１３回東日本区大会実行委員長
クラブ会長
あずさ部地域奉仕事業主査

抱負
コロナウイルスの影響で今までは普通に会って会合を持って、イベント
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を開催してと、あたりまえに行われていたことがあたりまえでなくなった現在。
クラブメンバーとの交流の在り方、他クラブのワイズメンとのつながり、イベントの持ち方を考え
て実行していくことが大事だと思います。
重点目標
まずはできることから始めてみよう！！
会えない時間はネットを通じての交流を図る。
（Ｚｏｏｍ例会やＦａｃｅｂｏｏｋでの近況報告ｅｔｃ）
ほかにもいいアイデアがあったら教えてください。
事業・行事・アピール
・４月に開催予定だった第１０回障がい者フライングデｲスク大会はコロナウイルスの影響で 延期とな
り、今後どうなるかは県のフライングデｲスク協会と調整中です。
・９月末に富士山５合目で開催予定の第１８回富士山例会は中止します。
富士山例会に代わるイベントが開催できないか検討中です。

会長主題『今という時を丁寧に過ごそう』

Now, spend our life politely and carefully
長野クラブ会長 森 本 俊 子
ワイズ歴
２０１０年１０月
２０１３-２０２０

長野クラブ チャーターメンバーとして入会
クラブ会長

抱負
会員相互の理解を深めたい
重点目標
例会を大切に、会員の声をより深く聞く
事業・行事
新型コロナウイルス感染対策のため例年の行事が不可能になると思われるのだが、台風 １９
号で被害を被った長野市豊野の賛育会の支援など、継続の事業を行っていく
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あずさ部

部

則

第１章 総 則
第１条 名 称
この組織は、ワイズメンズクラブ国際協会あずさ部(以下「部」という。)と称
し、主として、東京都、山梨県、長野県までを地域とする。
第２条 目 的
この部則は、部内各クラブ(以下「クラブ」という。)がいっそうの活性化を図
り発展していくため、部の組織及び運営について定めたものである。
第２章 組 織
第３条 部の構成員
部は、国際協会に加盟するクラブをもって構成する。
第４条 役 員
第１項 役員の構成は、部長、次期部長、直前部長、書記、会計及び事業主査
とする。
第２項 部長は、東日本区定款第１５条に定める「部長の任務」を積極的に順守
・推進するため、評議会、部会及び部長が必要と認めて召集するその
他の会合を主宰する。
第３項 役員は、部長を援け、前項の任務の遂行に協力するとともに、評議会、
部会、その他、部長が召集する会合に出席又は陪席する。
第５条 役員の選出等
第１項 役員の選出に関する事項は、別に定める。
第２項 役員の任期は、１年とし、会計年度に従う。
第６条 担当主事
クラブの担当主事は、評議会、部会及びその他の会に随時、出席することがで
きる。ただし議決権を持たない。
第３章 運 営
第７条 評議会
第１項 評議会は、部における最高議決機関である。
第２項 評議会は、部役員、各クラブ会長、副会長、書記、会計(いずれも各
１名)及び部選出代議員(人数割り議員)により構成される。
第３項 評議会は、部長の召集により年１回以上開催し、部の運営等について
審議・議決する。
第４項 評議会において、議決すべき事項は次のとおりである。
１ 部則の改正、諸規則の制定・改廃及び特別委員会の設置等について
２ 部役員及び次々期部長、部選出代議員(人数割り議員)、監事の承認等
について
３ 部予算及び部費などの決定について
４ 部の事業計画について
５ 事業報告及び収支決算の承認について
６ 役員会その他の協議機関からの答申に基づく審議・承認について
７ その他、部長または評議会が必要と認める事項
第５項 評議会は、構成員の２/３以上の出席(委任状を含む。)をもって成立し、
議事は出席評議員の過半数をもって決する。
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第８条 部 会
第１項 部会は、部長の召集により、クラブ活動の情報交換及び会員相互の親
睦を目的として、毎年１回、定期に開催する。
第２項 部会のホストクラブは、部長の指示を得て部長と協力し、部会開催の
世話をする。
第９条 役員会
第１項 役員会は、部長が、必要と認めるときにその都度、召集し、部の運営
について審議する。
第２項 役員会の審議結果は、次の評議会に報告し、承認を得る。
第10条 監 事
監事は定員２名以内とし、評議会で選出する。監事の任期は２年とする。
第11条 その他の会合
特別委員会等、部長が召集して開催するその他の会合については、その都度、
部長が出席者を指名する。
第12条 部 報
東日本区及び部内の情報をクラブに伝達し、会員の理解を促進するため、部報
を発行する。
第４章 会 計
第13条 会計年度
会計年度は、毎年７月１日に始まり，翌年の６月３０日に終わる。
第14条 財 政
第１項 部の財政は、部費、東日本区部活動補助金をもって賄う。
第２項 特別の必要がある時は、経常会計の他に特別会計を設けることができ
る。
第15条 予 算
部の収支予算案は、前年度最後の評議会に次期部長が提出する。
第16条 報 告
会計は、年度終了後４週間以内に決算書類を作成し、監事の監査を経て評議会
に出する。
第５章 細 則
第17条 細 則
部の組織・運営について、この部則に定めのない場合には別に細則を設けるこ
とができる。
付

則

この部則は、１９９７年７月 １日から施行する。
２０００年５月１３日部分改訂。
２００３年７月 １日部分改訂。
２００９年５月 ９日部分改訂。
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あずさ部
１
（１）
（２）

部則施行細則

総 則
この細則は、部則を一層適正に運用するため、定めるものである。
この細則の改正は、評議会の議決による。

２ 役員の選出
（１） １ 部長、次期部長および次々期部長は、あずさ部所属の各クラブから輪番制（設立
順）により推薦を受けて評議会で選出する。
２ 輪番制による部長選出の責任あるクラブが、次期もしくは次々期部長を推薦出来
なくなった場合、当該クラブの会長は第２回評議会までに部長にその旨を報告す
るとともに、次順位のクラブ会長にその推薦を依頼する。
（２） 部選出代議員は東日本区定款第６条第４項により選出され、部事業主査及び書記、
会計については、部長が、他の役員からの意見を参考の上、指名する。
３ 部 費
（１） 部費は、会員１名に付き、年間１,５００円とする。
（２） 部費は、９月１５日までに納入する。
４

５
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部長活動費
１ 部長に対してはその活動を補助するため、年額７万円を支給する。
２ 部長が長野県もしくは山梨県から選出された場合には、上記活動費に加え長野県
選出の部長には５万円、山梨県から選出された場合には３万円をそれぞれ追加し
て支給する。
３ 上記追加支給については、あずさ部各クラブの会員数に比例して、各クラブが負
担する。
施行日
この細則は、１９９７年７月 １日から施行する。
２００３年７月１９日部分改訂。
２０１４年７月 １日部分改訂。
２０１５年７月１２日部分改訂。

あずさ部旅費補助の内規
（１）あずさ部評議会に出席する次の出席義務者に旅費の補助を行う。
部役員（部長、直前部長、次期部長、書記、会計、事業主査）
部監事、部メネット委員長、部選出人数割り代議員
クラブの会長、副会長、書記、会計（いずれも１人）
（２）旅費の補助額は次の通りとする。
① 東京都内で評議会が行われる場合
長野県内からは ３,０００円
山梨県内からは ２,０００円
② 山梨県内で評議会が行われる場合
東京都内からは ２,０００円
長野県内からは ２,０００円
③ 長野県内で評議会が行われる場合
東京都内からは ３,０００円
山梨県内からは ２,０００円
（３）出席義務者の代理に対する旅費補助は行わない。
（４）旅費補助は部の通常会計から支出する。部会計の事情により補助の減額もある。
２０００年５月１３日部評議会にて決定
２００９年５月 ９日部評議会にて部分改訂
２０１５年５月 ９日部評議会にて部分改訂

あずさ部ファンド規定
第１条
第２条

第３条

第４条

第５条

あずさ部部則第１５条第２項にもとづく特別会計として「あずさ部ファンド」(以
下「ファンド」という。)を設ける。
ファンドは，次の特定事項に限ってあずさ部(以下「部」という。)経常会計予算
では支出できない出費に備えることを目的とする。
(１) 災害救助等の部内各クラブの共通する不時の出費
(２) 部としての特別な事業
第１項 部経常会計の年度決算において，その収支残金に相当額の余裕が生じた
場合は，その金額の一部を評議会の議決によりファンドに繰り入れるこ
とができる。
第２項 ファンドへの任意の寄付金があった場合は，これをファンドに繰り入れ
る。
第１項 ファンドの資金管理は部会計が行う。
第２項 ファンド基金による事業の実施は評議会の議決を要する。ただし，第２
条第１項による事業に関し緊急の議決を要するが，評議会の議決を得る
時間がない場合に限り，部役員会の議決を経て実施し，その後直近の評
議会に報告し，承認を得ることとする。
この規定の改正は，評議会の議決による。

２０００年５月１３日部評議会にて決定
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あずさ部ＣＳ/ＡＳＦ助成金規定
（目的）
第１条
この規定は、あずさ部（以下部という。）の各クラブが、単独で、あるいは共同
で実施するＣＳ事業、またはＹＭＣＡサービス事業に部が助成する場合に必要とす
る事項を定めることを目的とする。
（委員会）
第２条
各事業部に対する助成を審議するために「あずさ部助成金委員会（以下委員会と
いう。）」を設置する。
２． 委員会の委員は部長、部書記、部会計及び該当する事業を担当する部事業主査で
構成する。
（申請書）
第３条
ＣＳ事業またはＹＭＣＡサービス事業に助成を希望するクラブは、申請書を部長が
定める期日までに部長宛提出する。
２． 申請書には、事業計画書、事業の名称、実施予定日、予算案（総額と希望額）、
助成を希望する理由、その他を明記する。
（助成の決定）
第４条
委員会は提出された申請書に基づき、審議し助成することが望ましい場合は、助
成金額を決定する。
２． 助成の決定に当たっては、事業内容の他、そのクラブが東日本区や部にして最小
限の義務を果たしていることを判断の基準とする。
（事業報告）
第５条
助成を受けようとする事業、または受けた事業は、事業終了後速やかに実施報告
書を部長に提出しなければならない。
（規定の改廃）
第６条
この規定の改廃は部評議会の議決を経て行う。
附 則
この規定は、２００３年７月１９日から施行する。

あずさ部ＣＳ事業補助のための選考基準
第１
第２

第３
第４

第５
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この内規はあずさ部所属の各クラブが実施するＣＳ事業に対し、あずさ部が補助金を
支出するための選考基準を定める。
選考基準は以下の通りである。
（１） ＣＳ事業がクラブ単独事業かそれに準ずる活動であること。
（２） ＣＳ事業がクラブの事業として周辺地域に知られていること、あるいはその可能
性が高いこと。
（３） ＣＳ事業が入場料あるいは企業協力金などに依存していないこと。
（４） ＣＳ事業が単年度のみでなく複数年にわたって継続され、あるいはその可能性が
高いこと。
ＣＳ事業に対する補助金を希望するクラブは、あずさ部ＣＳ事業担当主査に対し、実
施種目・予算案を記して指定日までに申請書を提出する。
あずさ部ＣＳ事業担当主査は、あずさ部長・次期部長・直前部長・あずさ部書記およ
び会計と共に申請のあったＣＳ事業が上記基準に適合しているか審査する。
その際、基準に適合したＣＳ事業が、新規に開始されるものである場合には、他の事
業に優先して補助するものとする。
ＣＳ事業に対し補助金を受けたクラブは、事業実施後すみやかにあずさ部ＣＳ事業担
当当者に決算書を添付して報告書を提出する。
２０１５年５月９日評議会にて決定

