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主題

“Think for the next generation.” 「私たちは次の世代のために何ができるか？」

スローガン

“We are stronger together than we are alone.” 「絆を深める時」

理事メッセージ

2021 年-2022 年東日本区理事
大久保知宏（宇都宮）
私は主題を「私たちは次の世代のために何ができるか？」としました。ワイ
ズメンズクラブは 100 周年を迎え、次の 100 年のスタートの年となります。
次の 100 年でも私たちワイズメンズクラブが YMCA の力強いパートナーと
なり、共に研鑽し、協働していくことが求められています。
私たちは Change!2022 プロジェクトとして、2022 年 12 月末までに東日本
区のスタート時の会員数 1246 名に戻ることを目指して、活動を続けていま
す。区では 7 月を Change!2022 の強調月間として、あらためてクラブメンバ
ーお一人お一人に会員増強に繋がる行動をお願いするものです。
Change!2022 の新しい取り組みは、栗本委員長の今月号の文章をご覧ください。会員増強の先にある、
次世代のための組織を作り始める年としたいと思います。
今月のもう一つの強調月間としては PR があります。区ではウエブサイトの更新を計画しています。
広報・伝達（PR）の佐竹専任委員の尽力により、ワイズメンズクラブを外部から理解できるウエブサイ
トに生まれ変わらせることを進めています。生まれ変わるウエブサイトを皆さんにクラブを伝える道具
として活用していただきたいと考えています。
先の代議員会で、東日本区を一般社団法人として法人登記することが可決されました。多くのご意見
をいただき反対票も多い状態で可決された議案となりました。理事としてこうした状況を真摯に受け止
め、区が一般社団法人となったことを各部、各クラブがメリットと感じ、皆さんの活動の支えとなるよ
うな仕組みを作っていくことが今期の責務と感じています。そのため、多様な意見を取り入れながら、
一般社団法人として具体的な行動を実施することを目的とした特別委員会を設置いたします。皆さんと
知恵を出しあい、共に行動する一年としたいと強く思います。ご協力をよろしくお願いします。
2021 年 8 月 14 日（土）13 時～16 時（日本時間）台湾にてアジア太平洋地域大会がオンラインで開
催されます。
（登録費無料）仙台で開催された先の大会には台湾から数多くのメンバーにご参加いた
だきました。本大会には東日本区から数多くの参加をお願いします。次のリンクから、大会の概要
をご確認いただき、登録をお願いします。http://2021aspac.ysmen.org.tw/jp/index.php
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の働きを活性化して、パートナーシップの更なる
推進の 1 年となりますように祈りながら進めます。
覚えていただければ幸いです。いつもありがとう
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また、西日本区担当主事も拝命しておりますので、 各部長はこれらを集計して、大川主任まで報告を
東西両区と全国 YMCA のパートナーシップの働
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