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東日本大震災・支援対策本部ニュース
東日本大震災・支援対策本部ニュース
―ワイズの心と力を合わせて―
東日本区では 3 月 16 日の緊急常任役員会にて「東日本大震災・支援対策本部」を設置し、支援活
動を開始いたしました。YMCA 同盟と協働し、西日本区の協力もいただき、被災地が求める支援をタ
イミング良く行うことを心がけ、機動的に活動しています。現在の活動状況、お願い事項等をお知ら
せいたします。この支援活動は長期化することが予想されますが、皆さんの心を合わせて持てる力を
発揮していきましょう。

1. 緊急支援物資（その１）
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2. 緊急支援物資（その 2）
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3. 東日本区支援募金
東日本区支援募金のご案内
支援募金のご案内

6. 仙台 YMCA の被災地支援の取り組み

＜使途＞
日本 YMCA 同盟と協働して、仙台 YMCA、
盛岡 YMCA 等が行う被災者支援活動に用いら
れます。
＜募金期間＞
～6 月 30 日（木）(延長もあり得ます)
＜送金方法＞
【郵便振替】
口座名：ワイズメンズクラブ国際協会
東日本区
口座番号：00110-0-362981
（通常の東日本区の振替用紙をお使
いください。その際に「東日本大震
災」とお書き添え下さい）
【銀行振込】
（普通預金）
口座名：ワイズメンズクラブ国際協会
東日本区事務所
口座番号：みずほ銀行・四谷支店
1930936

被災地域内の各 YMCA では被災者支援の具
体的な取り組みを始められていますが、仙台
YMCA では仙台市と協調して「仙台 YMCA ボ
ランティア支援センター」を開設し、また宮城
県沿岸地域の七ヶ浜町、東松島市での被災者支
援活動を開始しています。これらの活動には私
たちの支援物資、募金が活用されます。具体的
な活動状況については以下のウェブサイトをご
覧ください。また、東日本区のウェブサイトか
らリンクされています。
https://sites.google.com/a/sendai-ymca.org/
volunteer_support/home

4. 街頭募金
東日本区支援募金については、例会等での
クラブ内での献金に留まらず、是非街頭募金
を行っていただき、広く呼び掛けていただき
たいと思います。既に多くのクラブ、クラブ
メンバーがクラブでのあるいは地元の
YMCA に協力しての街頭募金を実施されて
います。
街頭募金
の予定およ
び、横断幕、
献金箱を御
入用のクラ
ブはその旨
を東日本区
事務所また
は田中支援対策本部統括までご連絡下さい。

5. 海外からの支援
海外からの支援
ワ イ ズ 国 際 本 部 で は GAMBARE
NIPPON！プロジェクトとして募金キャン
ペーンを展開しており、3 月 28 日現在で 3.5
万ドルを超える献金が国際本部に寄せられて
います。また、ワイズドットコム記事の転載
を始め、さまざまな情報がウェブサイトに掲
載されています。
＜国際本部ウェブサイトの東日本大震災関連
コーナー＞

http://ysmen.org/index.php?id=708
また、海外から既に東日本区が受領した献
金は以下のとおりです。
アジア地域自然災害緊急基金から：1 万ドル
南東アジア区大会席上献金：81,000 円
国際本部から：3,000 ドル
台湾区から：100 万円

＜理事メッセージ＞
2011 年 3 月 14 日
東日本区の皆さまへ
東日本区理事松田俊彦
東日本大地震については途方もない災禍をもた
らし、また、余震や原発の動向が心配され、さら
に、関東地方においても長期にわたる計画停電に
より生活に大きな影響が生じています。
まずは、犠牲となられた方々に深く哀悼の意を捧
げ、被災者の皆さまのご健康を心からお祈り申し
上げます。
幸い、被災地域のワイズメンには大きな被害が出
ていないことに安堵していますが、通信網の途絶
により、まだ連絡がとれていない方がいらっしゃ
います。どうかご無事であっていただきたいと願
っています。
この危機的状況において、ワイズメンの皆さまに
は力を合わせ、それぞれが出来うることを行動に
つなげていただきたくお願い申し上げます。まさ
にワイズの真価が発揮されるべきときと思いま
す。東日本区としては日本 YMCA 同盟と協調し
募金等の支援活動を行っていきますし、また、そ
れぞれのクラブ、部での支援活動について最大限
のご協力をいたします。
海外や西日本区からも多くの励ましの言葉をい
ただいていることを申し添え、重ねて安否不明の
方々の無事を祈り、ひとことのメッセージといた
します。

（このメッセージは 3 月 14 日にワイズドットコ
ム 603 にて発信されました。）
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東日本大震災・支援対策本部
本部長：松田理事
本部統括：田中書記
メンバー：河合次期理事、原直前理事、
佐藤会計、小原地域奉仕事業委員長、
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