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2017年 7月 17日 発行 関東東部部長 長尾昌男  (編集 書記 青木一方)

「長尾年度Jスター ト

長尾昌男部長の部長方針は次のとお りです。

1.部長主題 「義務を果たして、クラブと関東

京部の活性化を図ろうJ

2.活動方針

明日のワイズメンズクラブのためには、クラ

ブの活性化が必要です。そのためには、フイズ

の信条にある「義務を果たしてこそ、権利が生

ずることを悟ろう」を覚え、クラブの活性化に

つながる行動をしましょう。そして、クラブ間

の連携を更に強め、関東東部の活動強化 と活性

化を図る。

3.重点目標

(1)部の強化 口活性化

「会員増強事業合同委員会」を継承し、EMC事

業を部全体で取り組み、クラブ間の交流を強め、

部の強化・活性化を図る。

(2)YMCAとの協働

・YMCA会員意識を持ちYMCAに協力する。

(会費も納めて、会員率 100%)

・YMCAと の協力関係の維持向上を図る。

・YMCAと の協力関係の中で会員増強を図る。

以上の方針のもとに 1年間尽力 したいと思い

ますので、ご協力をよろしくお願いします。

第 1回評議会の報告

年度最初の第 1回評議会を 7月 15日 に東京

YMCA東陽町センターの視聴覚室で開催しまし

た。出席者は関東東部役員・部内クラブ役員の

ほか、ご挨拶に来訪された利根川恵子直前理事、

横浜クラブから千葉クラブに転入された高田一

彦元理事、そして堀江和弘東京ベイサイ ドクラ

ブ担当主事、計 34名 の出席でした。

午後 1時半に開会、出席者紹介・挨拶のあと、

部長・各主査・各クラブ会長の活動方針表明が

続き、部書記・会計からのお願いがあつて、休

憩に入りました。3時半に再開、議事として、

議案 1 部長方針佐 講 の承認

議案2 昨年度決算と会計監査報告の承認

議案3 今年度予算案の承認

を審議、いずれも原案どおりに承認しました。

最後に連絡事項として、村杉克己JEF(東 日本区

フイズ基金)運営委員長から 」EFへの献金の勧

め、金丸満雄会員増強事業主査からインビテー

ションキャンペーンの奨励などがあり、4時半

少し前に閉会しました。

散会後、有志は懇親会の席に移りました。

次ページに主な報告 0予告を記載しますが、

詳細は当日の資料をご参照ください。



第 1回評議会の出席者 (カ ッコ内は重複)

長尾部長、衣笠次期部長、青木書記、徳永会計、

東主査、金丸〃、吉田〃、依 笠 〃)、 布上〃

東京江東 酒向会長、藤井書記

千葉 青木会長、三村副〃、古屋書記、

範 永会計)、 高田元理事

東京グリーン 浅見会長、布上書記、平林会計

埼玉 上松会長、依 笠副〃)、 水無瀬書記

東京北 村杉会長

所沢 小関会長、大澤副〃、渋谷書記

東京ひがし (金丸会長)、 飯田副″、鮎澤会計

川越 吉野会長、森下書記、山崎会計、

利根川直前理事

茨城 土谷会長、柳瀬副″、井上会計

東京ベイサイ ド 峯岸会長、堀江担当主事

長尾部長のクラブ公式訪間日程 (同行予定者)

7月 19日 夕 東京北  錬・衣笠)

8月 4日 夕 茨城   (金丸,衣9
8月 12日 夕 所沢  (東・衣笠)

8月 16日 夕 東京グリーン依 笠,布上)

8月 19日 夕 東京江東 (衣笠)

8月 26日 朝 東京ベイサイ ド依 笠・徳永)

8月 26日 夕 川越   (吉田・衣笠。青木)

8月 28日 夕 埼玉  依 笠。青木)

9月 9日 夕 千葉 (金丸・布上。青木・徳永)

9月 14日 夕 東京ひがし (金丸・衣笠)

関東京都各クラブ会員数の推移

クラブ 2016

(7.1)

江東  25
千葉   13
グリーン 17

埼玉   7
1ヒ      10

所沢   9
ひがし   11

川越   10
茨城   14
ベイ   18
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行事予定

9月 8～ 10日 ユースボランティアリーダー

ズフォーラム (山 中湖センターで)

9月 30日  関東東部部会 (下記)

10月 28日 次期部長・事業主任研修会

11月 18日 関東東部第 2回評議会練 陽FTJ

ll月 25日  ワイズメネットの集い彼 浜Y)

2月 17日 東新部 EMCシンポジウム

3月 3,4日  次期クラブ会長・部役員研修会

3月 21日 東京グリーンクラブ45周年記念例会

4月 21日 関東東部第 3回評議会錬 陽哺

第 21回関東京都部会の予告

2017年 9月 30日 (_D14:00-18:30

千葉市美術館 1階さや堂ホールで

会費 4千円 13:30か ら受付

部会 (14ЮO～ 1450

記念講演 (1450～ 1530
「千葉市美術館の沿革と浮世絵師・鈴木春信の

魅力」  千葉市美術館館長 河合正朝氏

散策 (1580～ 1“0 美術館 または 亥鼻城

懇親会 (1680～ 1田0ミ ニ演奏会(ヒ

゜
サンサ

゛
フ
゜
ラ)

各クラプの一押しのPR

(おわり)


