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“Let's act now for the future” “Do something for someone and have an enjoyable club life for yourself !”
「未来に向けて今すぐ行動しよう」

「誰かのために奉仕して 自分のための楽しいクラブライフを！」

理事メッセージ
2022-2023年度 東日本区理事
佐藤 重良（甲府２１）
会員増強・強調期間に関してお願い事項
９月１日から１２月９日まではワイズメ
ンズクラブ国際協会全体として取り組む
「会員増強１００日間キャンペーン」の
期間です。東日本区クラブ会員は ２０２２年７月１日
７７０人でスタートしました。この数字は、昨年から３
０名の減であり一昨年からは６０名の減のスタートでし
た。
会員増強事業主任･主査･事業委員会･Change!2022推
進委員会等、多くの皆様に非常に熱心に活動いただいて
おりますが、会員の毎年の減少に歯止めがかからない状
況です。東日本区としましても佐藤節子会員増強事業主
任を中心に取り組んでいただき、この危機的状況を乗り
越え、会員減少からV字回復に転ずるようお願いすると
ころです。
◆各部または各クラブで実施していただきたい事項
①９月初めから９月末までに 会員増強チームを組成
し・入会候補者をリストアップしていただきたい。
②10月から候補者への説明と、入会勧誘・入会促進活動
の実施
③11月末 中間成果まとめ発表
④12月９日 成果の集計‥発表としていただきたい。
⑤各クラブにおいてのチーム造りは、
Aチーム YMCAと共に活動するチーム
Bチーム 今まで実施してきた知人・友人声掛けし
て入会を促すチーム
◆ユースと積極的に交流しよう
日本のために、世界のために、青少年育成のための支援
を積極的に推進しましょう。
未来のYMCA/ワイズメンズクラブのためにユースと接
点を持つ機会を多くして交流し、信頼関係を強いものに
してゆきましょう。ユースアクションSDGｓ・IYC・
YVLF等積極的に支援しましょう
◆ウクライナ難民を支援しよう
ロシアとウクライナの戦争は、終息の気配が感じられま
せん。２月に戦争がはじまり半年が経過したがウクライ
ナの話は慢性的になって関心が薄れてきているのではと
言われています。この悲惨な戦争が早く終わってほしい
ものだと思っております。
今も、祖国を出て、難民となり、世界中に避難してい
る方々。日本にも数多くの避難民が生活しています。

日本YMCA同盟はウクライナ難民の渡航の支援・生活支
援等しています。８月25日には「YMCAでは493人のウ
クライナ避難者支援」と報じられていました。報道の中
では、3〜5月は緊急避難的な支援であったが、6月〜8
月は就労、健康・持病など個別化・深刻な相談内容に
なっている、ということです。私達ワイズメンズクラブ
もYMCAと共にウクライナ避難民の為に、募金活動して
支援しましょう。東日本区として、当初８月いっぱい募
金活動をしましょうと声掛けしましたが、戦争の状況が
すぐには終わらないこと。また仮に終わったとしても今
度は復興のための多くの資材・資金・労働力等が必要に
なる事から、この募金活動を今年の12月いっぱいに延長
いたします。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
この戦争が一日も早く終息し、避難している人達が故郷
に帰れることを願いつつ募金活動をしましょう。

▶ウクライナ募金についてはP10に振込先などが掲載
されています。
8/25NHK「おはよう日本」
日本YMCA同盟
横山由利亜さん
長期化する避難生活の中でこれ
まで以上に注意深い対応が必要
になってきている現状を戸別訪
問の様子を交えて紹介。
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今月の強調月間テーマ「ＥMC」
９月の強調月間テーマはEMCです。
Extension and Membership Conservation。Eはクラ
ブ拡張（新クラブ設立）、MCは会員の維持（啓発、退
会防止）と増強（新会員獲得）の意。［ハンドブック・
ワイズ用語より］
なぜ、会員増強しなければいけないのか？
ワイズメンズクラブが存続することもありますが、1人
10人100人1000人ではできることが違うからです。会
員数がおおぜいでないと出来ないことがあるからです。
島根県の隠岐諸島に「海士町（あまちょう）」という
町があります。地方自治やコミュニティデザインに詳し
い方は名前でピンと来るかと思いますが、この海士町は
「自治体と地域住民におけるさまざまな取り組み」がメ
ディアで取り上げられることの多い町です。
この町には、役場の職員と町民の代表で作りあげた「総
合振興計画」という計画書があります。その中に、
1人でできること
10人でできること
100人でできること
1000人でできること
というように｢町民それぞれが地域のためにできること｣
が、プライベートな活動からパブリックな活動まで、活
動する人数の規模ごとに書かれています。
1人でできることであれば、今日からでもはじめれば
いい。
10人でできることであれば、チームですぐはじめれ
ばいい。
では、100人でできることは何でしょうか？1000人で
できることは何でしょうか？
海士町の第四次総合振興計画では、このように書いてあ
ります。
1人でできること
個人の意志ですぐにはじめるまちづくり
10人でできること
家族や仲間と楽しみながらはじめるまちづくり
100人でできること
学校や地区単位で協力し合ってはじめるまちづくり
1000人でできること
海士町で暮らすみんなが一丸となってはじめる
まちづくり
さて、我々ワイズメンズクラブに話を戻しましょう。佐
藤理事は1000人でできることを描いています。それを
達成したいからこその、会員増強なのです。1000人で
できること。一緒になってその景色を眺めようではあり
ませんか。
（文責・清藤城宏）
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東日本区 書記からのお知らせ
▶臨時役員会報告
2022 年 8 月 18 日（木）19 時から 21 時 17 分、
Zoom により臨時役員会が開催されました。出席者は 議
決権者15名中13名、監事2名、理事から出席要請された
委員長、専任委員等14名の計29名で行われました。主
な議案は22-23年度の決算報告の承認と22-23年度理事
活動年度報告の承認について議案提案がありました。こ
れに対しJEF資金額の財産目録と貸借対照表の違いにつ
いて質問がありました。これについては、7月1日に振替
処理を実施したため6月30日決算の預金口座残高に4万
円が反映されなかった旨、小林事務所長より回答があり
ました。また年度報告についてもJEFの金額相違につい
て質問があり、会計報告に合わせることで両議案は賛成
多数で承認されました。さらに、一社総会の議案22-23
年度理事及び監事の選任について上程され、この議案も
賛成多数で承認されました。この他に、国際議会の報
告、国際選挙特例申請、BFの受け入れ、国際100周年集
会登録、東西日本区25周年交流会、IYCの募集結果、会
員増強、LT、文献・組織検討、Change！2022の報告
等があり、最後に監事より講評をいただきました。
▶臨時代議員会［書面決議］報告
臨時代議員会の議決権行使の結果について、長谷川あや
子議長より報告がありましたのでここで報告致します。
まず、当該決議については、2022年8月18日に代議員
会議決権者の方々に「書面決議」を行う旨ご連絡を差し
上げ、同8月18日〜23日までの「質疑応答受付」期間を
設けたうえで、8月24日〜31日までを投票期間として、
電磁的記録による書面決議を実施しました。投票専用
ウェブサイトを設置し、そこに各自がメールアドレス、
名前を入力して投票する方法でした。その結果は次の通
りです。
［1］臨時代議員会として有効であること。代議員会有
効投票権数は70名で、投票者は54名。有効に成立しま
した。
［2］各議案について
【1号議案】20212022年度東日本区年度期末決算お
よびChange! 2022決算報告承認に関する件
賛成53票 反対 1票
承認
【2号議案】2021-2022年度 理事年度報告承認に関す
る件
賛成52票 反対 0票
承認
［3］一般社団法人会員総会（書面決議）
投票者数52名
【1号議案】新理事体制承認 賛成52票 反対0 承認

次期国際議員の推薦について
◆次期国際議員の推薦については、推薦されたい方がい
るクラブ会長は、佐藤理事に（メールで）事前にご連絡
ください。締め切りは９月２０日までです。推薦の希望
ない場合、返信不要です。
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◆国際投票 特例申請について
ＹＭＩ（ワイズメンズクラブ国際協会）での選挙投票
権は、国際会費をキチンと3半期払っているクラブで、
且つ会員数が15名以上である、ということが条件です。
東日本区の場合には、「国際会費」について未払いはあ
りませんが、会員数の条件をクリアしていないクラブが
数多くあります。その中で、設立してから25年以上経っ
ていることと、会員数が直近３半期内で5名を下回って
いないというクラブについては、東日本区理事の裏書き
のうえで、国際投票権「特例申請」を出すことが出来ま
す。STRATEGY2032を掲げ、国際協会の動きが活発に
なっていく中、「国際投票権」をお持ちではなく、条件
を満たしている次のクラブさんについては、特例申請を
お考えください。
▶札幌、北見、札幌北、仙台、前橋、仙台青葉城、宇都
宮東、那須、もりおか、千葉、埼玉、東京北、所沢、東
京ひがし、東京むかで、東京世田谷、東京町田コスモ
ス、東京西、東京武蔵野多摩、松本、東京八王子、横
浜、鎌倉、横浜とつか、伊東、三島、下田、熱海グロー
リー、御殿場、富士 30クラブ
▶申請締切 2022年9月15日
▶申請先 東日本区書記清藤 城宏まで
kuniseido@gmail.com
メールで国際投票特例申請希望 とお書きください。

みんなで行こう、2022年11月台北
国際協会創立100周年祝賀会
理事 佐藤重良
今年の11月に台北で行われる国際協会創立100周
年祝賀会の登録はもうお済みでしょうか？
コロナ禍での開催ということで、登録料のキャン
セルについて、全額返金という計らいをいただく
ことになりました。

▶祝賀会のリアル開催ができなくなった場合、
10月31日までのキャンセルについては、全額
登録費を返金する(振込手数料は差し引き)
◆11月15日-17日の祝賀会時点での新型コロナウ
イルス蔓延状況、台湾当局の入国制限の状況
(現時点では観光目的の入国は禁止、ビジネス等
で入国した場合も3日間の検疫宿泊施設等での隔
離および4日間の自主防疫（不要不急の外出を行
わない））は不透明ですが、上記のキャンセル
ポリシーを参考にされ、登録するかどうかをご
判断ください。
◆なお、ホテル、航空券の予約に際してもキャン
セルの扱いについて十分ご注意ください。
◇祝賀会ウェブサイト（登録もこちらから、登録
費の支払いはクレジットカードで）
→ http://ymi-100.org/
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東日本区ニュース
ＣＳ・Ｙサ事業主任より
ＣＳ・Ｙサ事業主任
小山 久恵
○9月17日はワールドクリーンアップデーですの
で、家の周囲をきれいにしましょう。コロナ禍
で、CS活動ができなかったクラブは、周りの状況
を見ながら、ぼちぼち活動を開始することも考え
てみませんか。
○ロースターに職業欄がなくなったため、新た
に、会員の趣味、特技をお聞きし、会員間で役に
立てていただくことにしました。特に何もないと
いう方も、お酒が好きですというのでも結構で
す。ご自分の趣味を卓話で話してくださったり、
本職につながる活動をしてくださるのも助かりま
す。
○また、環境問題についても考えていただきたい
ので、クラブで話し合う機会をお持ちください。
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会員増強事業主任より

ユース事業主任より

会員増強事業主任
佐藤 節子
第1回 EMC事業委員会開催にて「目標は大き
く、未来に向けて行動をおこそう！」とお願いし
ました。
具体的目標 ９月１日~１２月９日 （100日キャ
ンペーン！） 会員増強60名を目指す。
①9月末日までに会員増強AチームとBチームに分
け「入会候補者リストアップ表」（別紙添付）を
作成する。
Aチームとは：入会候補者をYMCA関連の方に絞
る。（現職の方、退職されたOB,OG・保護者の
方々）
Bチームとは：知人・友人および、専門的技術を
持つ方、ちょっとだけの知り合いの方を例会にお
誘いする。
②10月行動開始。リストアップ表を基に本人にア
プローチ。クラブ例会に招待、お誘いする。
③11月中間報告。進捗状況の発表。注目です。
お互いに切磋琢磨して、刺激し合い、目標に向
かって邁進しましょう。
マイペースの中でコツコツ、アタック。ちょっと
だけでも、あと一歩を乗り越えたい！
④さあ、12月です！成果発表！ 宝箱を開けると
きのようなドキドキ・ワクワク感。目標に届いた
かな。
私たち会員増強委員会は熱い情熱を持って絆を深
め合い突き進んでいます。応援よろしくお願いし
ます。
巻末資料「入会候補者リストアップ表」
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ユース事業主任
衣笠 輝夫

ＩＹＣ2022
1. インターナショナルユースコンボケーション
2022（IYC2022）
IYC2022が９月4日（日） ９日（金） タイ・
チェンマイで行われます。久しぶりにリアルで行
われる予定で、各国からユースが集まります。日
本からは６名、東日本区からは５名が 参加しま
す。世界のユースと様々な課題について話合い、
交流を深め、一緒に企画してパフォーマンスも行
います。ユースにとって大きな成長の場でもあり
ます。ぜひ関心を持っていただき、引き続きご支
援のほどお願いいたします。

34ＹＶＬＦ

ワイズメン参加者募集

第34回ユースボランティア･リｰダｰズ
フォｰラム（34ＹＶＬＦ）ワイズメン参加者募集
3 年ぶりの集合形式で行いますが、厳重な感染
症対策を講じて参ります。ＹＭＣＡおよびボラン
ティアリーダーの活動を理解する良い機会です。
ぜひ山中湖にお集まりください。若者たちへの差
し入れも大歓迎です。部分参加も大歓迎です。
記

国際・交流事業主任より
国際・交流事業主任
利根川 太郞
1.第1回国際・交流事業委員会を7月23日(土)19：
00〜20：15に開催いたしました。
・各部の国際・交流事業主査の皆さんから、年
度方針等を伺いました。
・議事は、BF使用済み切手の取扱いについて協
議しました。東京町田スマイリングクラブは
毎年20kgを集めていることや、千葉クラブか
らは集まって整理するのも楽しみの一つであ
るなど報告がありました。
2.BF(Building Fellowship)文化代表のRoxanaさ
んご夫妻が、10月30日から11月14日まで来日
されます。東日本区には11月5日まで滞在され
ます。
3.第3回東西日本区交流会が、2023年2月4日(土)
〜5日(日)にANAクラウンプラザホテル神戸及
び神戸YMCAで開催されます。皆様ぜひお誘い
の上ご参加をお願いします。

日時：

2022年9月30日（金）17：30〜
10月2日（日）13：30
＊山中湖センター受付開始 16：45（予定）
会場： 東京YMCA山中湖センター
山梨県南都留郡山中湖村平野419
（0555）65-7721
※参加申込締切り：9月16日（金）
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
（第34回YVLF実行委員長 相磯優子）
▶申込み先◀
第34回実行委員長 相磯 優子（沼津クラブ）
携帯：090-3159-8101
メール：a.yuko-0831@rx.tnc.ne.jp
FAX：055-942-2677
＊山中湖キャンプサイトまでの交通費は各自負担
です。できるだけクラブ単位でお申し込みくださ
い。申込み用紙は理事通信巻末にもあります。
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国際会議報告
ＩＰ、ＡＰ、ＲＤの会議に参加しました
佐藤 重良
日時：2022年8月26日 13時〜17時(スイス時間)
内容：
①７月１日からの進捗状況報告
②１００日間キャンペーンの取り組みについて
K・C・サミュエル国際会長挨拶。9月から
3ヶ月間に亘る１００日間キャンペーンも始ま
る。より多く学習して 努力してほしい。こ
れまでの１００年から状況は変化してきてい
る。他の奉仕団体も同じことだと思う。我々
は努力しなければならない。これまでの１０
０年より、これからの１００年が大切。昔の
会員人数を取り戻す活動をしよう。それぞれ
の課題があると思う。それぞれの区で解決し
てほしい。
③各エリアの状況報告
主なエリアでのＥＭＣの取り組み報告
A 韓国エリア某区・テーマを特化したクラブ
の設立に取り組中
① ボランティアクラブ
② YMCAとのジョイントクラブ
③ 文化・歌のクラブ
④ 環境テーマのクラブ
B インドエリアの取り組み
① 新クラブの設立多数あり・確実に増加
② クラブの会員増も
C ヨーロッパエリア
ノルウエー ＹＭＣＡと協働して増員を図る
Ｄ アジア太平洋エリア
① 東日本区 純増６０名増員目標１００日間
キャンペーン実施
Ａチーム ＹＭＣＡ関係からの増員
Ｂチーム 友人知人既存の活動からの増員
② 西日本区 １００名の増員目標
E その他
① スリランカ危機：電力不足でZoom会議
もできない状況
② 台湾(台北)１００周年祝賀会：登録してく
ださい
③ HTW(Heal the World) ：健康・環境・教
育について重点的に取り組む
以上

アジア太平洋地域電子ブリテン
「YʼS ｈｕｂ」発行！
私たちが属するアジア太平洋地域の電子版ブリテ
ンが発行されました。
https://online.pubhtml5.com/ofsz/eidl/#p=44
をクリックしていただくと、全文をご覧になるこ
とが出来ます。
追って日本語版も発行されます。

［ワイズ用語］
AP
IP
RD
ACM
ICM

Area President 地域会長
International President 国際会長
Regional Director 区理事
Area Council Meeting 地域議会
International Council Meeting 国際議会
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2022/23年度アジア太平洋地域議会報告
次期アジア太平洋地域会長・国際議員

利根川恵子

去る8月27日（土）午後3時から、オンラインで
今年度第1回の地域議会が開催されました。
期初にあたり、まず地域会長による理事の地域議
会議員就任式が執り行われ、引き続き議案審議で
は、執行役員、事業主任の承認、予算、理事およ
び事業主任の活動計画と目標の承認など、12件の
議案が審議されました。
特に、部、クラブに直接関係のある決定事項と
いたしましては、青年会員（18〜35歳）および既
存会員の配偶者が入会した場合、今年度も国際会
費と同様に地域会費も50％減額となることが決ま
りました。ぜひ会員増強にお役立てください。そ
の他の議案については、地域会長からの詳細の報
告をお待ちください。
コロナ禍の副産物としてオンライン会議の普及が
ありますが、昨日の会議ではネパール、スリラン
カからの参加者が停電で会議に参加できないとい
う事態がありました。アジア太平洋地域の多様
性、多面性を改めて実感した次第です。
佐藤理事には5時間半にわたる長丁場に積極的に
ご参加いただき、貴重なご意見もたくさん述べて
いただきましたことに感謝いたします。
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法人推進委員会より
デザイナーさん募集
当法人推進委員会では、各クラブが助成金を申請
するにあたり、申請者が自分の団体（法人）がど
ういう団体であるか、また自団体が一社であり大
きな広がりのある団体であることを確認し、申請
書作成の一助に供するものとして「東日本区概要
書」をまとめ上げることとしています。
主目的は助成金申請時の法人の説明書として作成
し、適宜外部の一般の人向け、協働する他団体へ
の説明用に使用可能なものです。
この概要書作成に当たっては、当委員会内では、
おもて表紙、うら表紙を作った方が良いのではな
いか、あるいは一般企業の会社案内は、三つ折り
のスタイルが流行っているので概要書も三つ折り
（Z折り、片観音折り等）にする手もある等の意
見が出ています。（概要書のイメージ案を下部に
掲載致します。）
つきましては、概要書作成にご協力いいただける
印刷またはデザインの専門家がみなさんのクラブ
にいらっしゃいましたら、ご紹介くださいますよ
うお願いいたします。
ご紹介いただいた専門家の方には、改めて当方よ
りご協力いただくに当たっての費用の見積もりを
依頼させていただきます。
なお ご協力いただける会員をご紹介いただける
場合は
▶区概要書作成担当チームリーダー 宮内 友弥
メール：tomomiya16@gmail.com
までご連絡くださいますようお願いいたします。

Change! 2022推進委員会より
Change! 2022推進委員会
委員長 栗本治郎
今期、Change! 2022推進委員会では、新たな取
り組みとして各地域のYMCA機関誌（ニュース）
に経常的にワイズの情報（ワイズコーナー）を掲
載していただくことを企画いたしました。各クラ
ブに関する情報と国際、区に関する情報を掲載し
ていただきます。各YMCAに関連する地域ごとの
掲載担当者からクラブ会長に原稿依頼が行きます
のでご対応宜しくお願い致します。また、国際、
東日本区関連の原稿は、東日本区広報・伝達専任
委員から掲載担当者に情報発信致します。
ワイズとYMCAのパートナーシップをより強く
し、中・長期的にワイズ、YMCAの会員増強に繋
がればと存じます。
ご協力宜しくお願い致します。
なお、ワイズポスターを作成しYMCAの施設に掲
示していただきワイズをもっと身近に感じて頂く
取り組みも致します。

［概要書イメージ］
ワイズメンズクラブの活動

一般社団法人 ワイズメンズクラブ国際協会
東日本区概要

概 要 書

2022 年 7 月 1 日現在

一般社団法人

目的
名称：一般社団法人ワイズメンズクラブ国際協会東日本区
法人番号：8011105009868
法人格 ：非営利型法人
事務所：東京都新宿区四谷本塩町 2-11 日本 YMCA 同盟会館内
設立年月日：2021 年 7 月 1 日
事業年度：毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで
目的：ワイズメンズクラブ国際協会のモットー「強い義務感を持とう義務はすべての
権利に伴う」のもと、国、世代、性別、宗教の違いを乗り越えて多様性を認め
合い、YMCA、地域社会および平和な世界の実現に貢献すること。
主たる事業：
・国際協会の事業
・YMCA 支援事業
・地域奉仕事業
・ユース支援事業
会員：団体および個人
会員数および役員(2022 年 7 月 1 日現在)：
・会員数 60 団体（794 名）
・役員 代表理事 大久保知宏
沿革：
1920 年 最初のワイズメンズクラブが地元の YMCA を支援するため米国オハイオ州
に誕生
1922 年 アメリカ、カナダの計 17 クラブで国際協会設立
1928 年 大阪ワイズメンズクラブ設立（日本初）
1931 年 東京クラブ設立
1932 年 日本区設立
1997 年 日本区を東西日本区に分割
2021 年 一般社団法人ワイズメンズクラブ国際協会東日本区発足

わたしたちは、ワイズメンズクラブ国際協会のモットー「強い義務感を持とう、
義務は全ての権利に伴う」のもと、世代、性別、宗教等の違いを乗り越えて多
様性を認め合い、YMCA および地域社会に貢献することを目的としていま
す。世界のそして私たち東日本区の会員は、相互の絆を深め、愛と奉仕を通
して、世界の平和と人類の幸福の実現に寄与することができるよう、絶えず努
力を続けていきます。

この目的を達成するために
ワイズメンズクラブが行っている事業活動は大きく分けるとつぎの 4 つに分類
できます。
1. 国際協会の事業
2. YMCA 支援事業
3. 地域奉仕事業
4. ユース支援事業
それぞれの事業について代表的なものを以下いくつかご紹介します。
わたしたちはそれらの事業を通して YMCA、地域社会への奉仕に努め、
より良い世界の実現に貢献しようとしています。

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区主な活動実績：別紙参照
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法人推進委員会より
助成金を活用しましょう
一般社団法人となった私たちのクラブですが、
せっかく法人格を得ましたので、そのメリットを
生かしましょう。
実は、私の小さな団体もコロナ真っ最中の2020
年に一般社団法人の認証を受けました。利益を得
る団体ではないので、大きいものを購入するお金
がありません。そこで助成金を申請しました。10
万円以下で申し込んだのに、なんと50万円！「最
も優れた取り組みだから」とおっしゃってくれま
したが、（応募が一件しかなかったのでは？）と
思いつつありがたくいただきました。
コロナ禍、ウクライナ戦争、円安、物価高…。
気が滅入るこんな時代だからこそ、助成金を活用
して、明るい未来を切り開きましょう。子ども食
堂の運営資金、学習支援、ウクライナ支援コン
サート、ＩＴの導入etc…。
私たちサポートチームが助成金の取得方法、申請
書の書き方などを応援します。
法人推進委員会 サポートチーム
大澤和子（所沢クラブ）

▶助成金についてのご相談は･･東日本区書記まで
清藤城宏 kuniseido@gmail.com
1．助成金名（補助金名）
2．補助対象者
3．補助対象要件
4．補助対象費用
5．補助金額
6．スケジュール（締切、実行予定）
7．クラブ名とご担当者（お名前、メール、電話）
などを教えてください。参考ＵＲＬなども教えて
いただければ、サポートチームで検討のうえ、
連絡を致します。
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イベント・予定・お知らせ
９月、１０月の予定
［９月の予定］
９月３日

甲府やまなみワイズメンズクラブ
チャーターナイト＠山梨県甲府市
ホテル談露館
Yʼs SDGs Youth Action中間
報告会
13:00〜15:00
（Zoom）

４日

ミーティングID: 883 8981 1346
パスコード: ysaction
５日〜９日 ユースコンボケーション（タイ・
チェンマイ）
17日
北東部 部大会
▶１２月３日に延期 13:00〜
30日〜
（〜10/2）ユースボランティア・
リーダーズフォーラム＠山中湖

［10月の予定］
10月1日
8日
15日

22日
29日
29日

関東東部 部大会
11:00〜13:30＠しののめYMCA
子ども園
東新部 部大会
13:30 16:30@在日本韓国YMCA
アジア青少年センター9階
あずさ部 部大会
11:00〜15:00＠山梨県忍野村
｢いちい亭」＊富士五湖クラブ20
周年も兼ねて開催
湘南・沖縄部 部大会
14:00〜16:30＠とつかYMCA
富士山部 部大会
10:30〜 ＠YMCA東山荘
次期部長・事業主任研修会
＠オンライン LT委員会主催

上記の内容等は、変更する場合が
ありますのでご了承ください。
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とちぎYMCA 日本における
ウクライナ避難民支援チャリティーコンサート

とちぎYMCAでは「日本におけるウクライ避難民
支援チャリティーコンサート」と題し、避難民の
方々への生活支援を目的とした寄付コンサートを
企画いたしました。本企画でお預かりしました
チャリティー益金は、在日ウクライナ大使館を通
じて日本に暮らすウクライナ避難民等の方々への
支援に充てていただきたいと願っております。
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北海道部評議会･部大会便り
北海道部評議会・部大会終了
北海道部部長 小谷和雄
今年度トップバッターにて８月27日(土)、ハイブ
リッド方式による評議会と部大会を開催し、無事
に終了出来ました。
評議会は年２回の予定の第１回目です。部会はコ
ロナで流れた年もありましたが、今年は５０回目
になりました。基調講演は日本基督教団札幌教会
牧師で教誨師の小林克哉氏の｢教誨師のはたらき｣
と題しての講演でした。「壁」の向こう側の方と
話が出来る民間人です。守秘義務が有り、言えな
いことがあるが、と前置きした上で、一般論でし
たが囚人の話相手になることで、囚人の心を開い
てくれると、普段聞く事が出来ない素晴らしい講
演でした。

皆様のご参加をお待ちしております。
申込みはこちらから！

9月

27日

日時： 2022年9月27日（火）
18時開場 19時開演
場所： 栃木県総合文化センター
サブホール・YouTubeによるライブ配信
内容： ピアノ・トランペットコンサート
演奏者：大野紘平（とちぎ未来大使）
田尻大喜（友情出演）
日本YMCA同盟支援活動報告
料金（チケット）：
会場観覧
￥３,000
YouTube配信でのご視聴
￥２,000
主 催：とちぎYMCA・日本におけるウクライナ
避難民支援チャリティーコンサート実行委員会
後 援（予定）：栃木県、宇都宮市、在日ウクラ
イナ大使館、下野新聞社、一般社団法人ワイズメ
ンズクラブ国際協会東日本区、その他
問い合わせ：公益財団法人とちぎYMCA
〒320-0041宇都宮市松原2-7-42
TEL（028）624-2546

［甲府やまなみワイズメンズクラブ
チャーターナイト］速報

速報

９月３日（土曜）、山梨県甲府市・ホテル談露館
において甲府やまなみワイズメンズクラブの国際
協会加盟認証状伝達式（チャーターナイト）が行
われました。
午後２時３０分開会。司会は新クラブ米山俊彦書
記。甲府やまなみクラブ藤原一正会長の開会点鐘
が響き渡ります。スポンサークラブ甲府クラブ田
中克男会長による挨拶の後、設立に向けて３年以
上関わって来た仙洞田安宏設立準備委員長から設
立経過の発表がありました。
甲府クラブでは周年記念の一環として新クラブ設
立を行ってきたこと。（甲府クラブは1950年6月
24日チャーター）。1988年10月15日松本ワイズ
メンズクラブを立ち上げ、1990年11月25日には
甲府２１ワイズメンズクラブ、2003年5月10日に
富士五湖クラブ、2010年10月2日に長野ワイズメ
ンズクラブと次々と新クラブを設立してきまし
た。途中コロナ禍の影響で足踏みをしましたが、
ようやく花開いたこの甲府やまなみクラブは5番目
の新クラブとなりました。
続きは次号で
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in Healthcare Partnerships賞を受賞しまし
た。ヘルスケア分野における運動が評価され表
彰につながりました。
■「清走中甲府編」に150人参加（山梨YMCA）
ゴミ拾いと某人気テレビ番組を融合したゲーム感
覚ゴミ拾いイベントを実施しました。「ゴミのば
ら撒きに怒った武田信玄が現れる」という設定で
150人が参加。約50キロのゴミを集めました。

東日本区担当主事
日本YMCA同盟 大澤篤人（茨城）

1.ウクライナ関係
■｢東京都ウクライナ避難民マッチング支援事業｣
実施中（日本YMCA同盟）
7月に締結した上記協定（愛称：ポプートヌィ
ク・トーキョー）により同盟では、都内の避難
者を日々訪問するなどしてそのニーズを把握
し、行政や他団体と共に適切な支援に向けて活
動中です。
■ウクライナYMCAリフレッシュキャンプ開催
ウクライナYMCAでは、現地のファミリーを対
象としたリフレッシュキャンプを開催。Facebookにはキャンプの様子とともに、東京YMCA
が送った園児らの募金風景の動画が投稿されて
います。

■【全国YMCA ウエルネス事業部】各種スポーツ
全国大会が開催
◇第46回全国YMCA少年少女水泳大会@千葉県国
際総合水泳場 8/16-17 主管：東京YMCA
◇第48回全国YMCAサッカー大会@時之栖スポー
ツセンター 8/20-22 主管：大阪YMCA
◇第48回全国YMCAユースバスケットボール大会
@ DMGMORIアリーナ 8/16-18 主管：大阪
YMCA
■インターナショナル・チャリティーラン
9月から各地で開催
9月〜12月にかけて、全国18YMCAが開催を予
定しています。
下記のオンライン開催には、全国どこからでも
参加可能です。
○東京YMCA 10月22日〜30日（チーム参
加）、10月15日〜22日（個人参加）
○横浜YMCA 10月17日〜10月31日

■国内の各YMCAにおけるウクライナ支援
▽ウクライナの柔道クラブ児童12人、親元を離れ
一時避難（横浜YMCA）
▽ウクライナ支援チャリティーコンサート実施
（東京YMCA）
▽日本語のプライベートレッスン支援（広島
YMCA）
2.世界の 日本の YMCAのトピックス
■ヨーロッパ YMCA・ユースワーカー・キャンプ
2022
ロシア、ウクライナをはじめドイツ、コソボ、
スウェーデン、ベラルーシ、ハンガリー、チェ
コ、スロバキアから70名余りがドイツに集ま
り、「Colors Against Discrimination（違いを
越えて）」をテーマに9日間の交流キャンプを行
いました。
■GYMが「Communique Award for Excellence
in Healthcare Partnership」を受賞
YMCAを含む6つの団体が運営するGlobal
Youth Mobilization（GYM）が、Excellence

4．日本YMCA同盟からのお知らせ
■「日本YMCA大会」11月25日〜27日、東山荘
で開催予定
2年に一度、全国のYMCA関係者が集い、YMCA
について学び、交流を深める｢日本YMCA大会｣。
第22回となる今年は、東山荘での開催が決まりま
した。
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ウクライナへの募金についてのお願い
［クレジットカードで献金を頂く場合］

「ウクライナ」募金について
［東日本区の口座へ振込いただく場合］

下記QRコードもしくはURLはとちぎYMCAの支
払いページに繋がります。

◆振込口座
ゆうちょ銀行からの場合
ゆうちょ銀行
口座記号番号 ００１１０−０−３６２９８１
他の金融機関からの場合は､振込者の名前しか記
載されないのでゆうちょ銀行からの送金に統一
致します。
◆振込取扱票（ゆうちょ銀行）への記入方法
①「おなまえ」欄
個人の募金者‥氏名を記入（カッコ書きでク
ラブ名を記入）献金者が誰かを特定
クラブの場合‥通信欄に｢〇〇クラブの献金｣
と記入ください。
②「ウクライナ」と通信欄に記入ください。

https://www.tochigiymca.org/payment/bhp.php

ウクライナ緊急支援募金
このウエブサイトでは、
クレジットカードを用いて
1,000円から献金が可能です。

東日本区事務所便り

東日本区事務所長 小林

隆

2022年度ハンドブック＆ロースター発送
ハンドブック＆ロースターが四ッ谷に届きまし
た。9月7日から配送手続き開始です。今しばらく
お待ちください。

入会者一覧
8月

入会日

部

2022年8月1日

東新部

JEF献金

献金日

8月

2022/8/27

2022年8月25日

クラブ
東京町田スマイリング

部

クラブ

富士山部

沼津

東日本区理事通信 2022年9月号

入会者

紹介者･他

寺澤 邦彦

為我井 輝忠

献金者

金額

小林

隆

10,000

月間合計

10,000

年間合計

210,000

JEF残高

13,618,476

掲載に関するお問合せは

発行人：東日本区理事 佐藤 重良

①メール kuniseido@gmail.com

編集長：東日本区書記 清藤 城宏

②FAX

050-3737-5829

第３4回 ユースボランティア・リーダーズフォーラム ワイズメン 参加申込書
お申込日

申込まれる前に以下の点をご確認下さい。

月

日

※参加申込締切り：9月16日（金）

・山中湖キャンプサイトまでの交通費は各自負担です。
・部分参加も大歓迎です！YMCAのキャンプを学ぶリーダー達に会ってください。
・できるだけクラブ単位でお申し込み下さい。
・ 参加スケジュールに氏名と該当箇所に○印をつけて下さい。
・ 参加費は各自到着時にお支払いください。食事・宿泊の不要な方も訪問される方はご氏名をお書き下さい。
・ 懇親会用の差し入れを歓迎致します。
・ 極力変更が無い様にお願い致します。やむを得ず変更される場合は速やかにご連絡下さい。

9/30

申込先：第３4回実行委員長
住所：沼津市西浦木負312
携帯番号：090-3159-8101

10/1

相磯

10/2

優子（沼津ワイズメンズクラブ）

Eメール：a.yuko-0831@rx.tnc.ne.jp

FAX：055-942-2677

申込期日：2022年9月16日（金）

A-15

A-14

A-13

A-12

A-11

A-10

A-9

A-8

A-7

A-6

A-5

A-4

A-3

A-2

A-1

No. 氏名

所属YMCA

担当

区分

会員増強事業委員会
電話・メール

年齢

感触

1st

備考

入会候補者リストアップ用紙［プランA］

B-15

B-14

B-13

B-12

B-11

B-10

B-9

B-8

B-7

B-6

B-5

B-4

B-3

B-2

B-1

No. 氏名

出会い

職業

会員増強事業委員会
電話・メール

年齢

感触 １st

備考

入会候補者リストアップ用紙［プランB］

