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決意に関連したことがらです。

ワイズにとっても 1 月は後半期の始まりの月で心新たに年来

の目標達成のため心新たに行動を開始しましょう。 国際でも

1 月 22 日からジュネ―ブでの年央会議において半年を振り返

り、後半の行動計画を報告しあうと共に次年度に向けての行

動計画を次期国際会長、エリア会長を中心に話し合います。

今月の強調は BF です。この制度はワイズ独特のものであり、

皆さんの献金をファンドとして将来のリーダーとして期待される

会員がワイズに対する見識を高めるため世界の各地のワイズメ

ンズクラブを訪問し、また迎える地域のメンバーの皆様も国際

組織の一員であることを実感する貴重な仕組みです。しかし最

近ではクラブ、クラブ員の減少に悩むところが増えて代表をお

世話する地域においては金銭的、人的、時間的にも大きな負

担になり出しているところが見受けられ、この制度の見直しの

声も聞こえてきます。確かに制度の一部再検討の時期に来て

いるのかもしれません。

先月 ISD for LT&OD の Fred さんとオーストラリアのリーダー

達によって行われた“Future of Australia”について考えるミー

ティングに出席してきました。（写真はその時撮影）エリアの活

性化のために何をしなければならないのかなどの熱心な討議

の末に、今後一丸となって取り組む決意が表明されました。

また、今月は国際役員の選挙の月でもあり、投票の締め切り

は 1 月 14 日(IHQ 到着)です。1 月後半には結果が判明しま

す。毎年投票率は 50%以下であり、各クラブの会長さんは必ず

投票に参加をして自分たちの手で自分たちのリーダーを選び

ましょう。 国際会長 藤井寛敏

アール・フォースター

ITC 国際事業主任

［国際議会への報告からの抜粋］

重要課題の一つは BF 代表に出来るだけ早くビザ

を申し込んでもらうことです。昨年、申し込みの遅

れが何件かあり、その結果、余分なメール、費用
が必要となり、そして BF 代表旅行が１件キャンセルになってし

まいました。私が直面している今一つの課題は、BF 代表が目

的地への行き帰りに寄り道して親戚や友人に会ったり、あるい

は観光名所を訪ねたりしたがることです。寄り道のたびに余分

に費用がかかります。BF 基金は（目的地への）直行ルートだけ

にしか費用を払わないということをくれぐれも明確にしなければ

なりません。もし BF 代表がどのような理由であれ寄り道しようと

するなら、その余分な費用は BF 代表の負担です。

あけましておめでとうございます。

日本では 12 月 28 日から公務員は慣例で仕事は休みです。

銀行などを除いて大半の会社も休みます。新しい年を迎える

ため、家の大掃除をし、新年のための特別料理を作ります。

1 月 1 日から 3 日までは休日です。昔は、日本人はそれぞれ

の誕生日ではなく全員 1 月 1 日に１つ年をとりました(もち

ろん今は違いますが)。 今でも新しい年を迎えるにあたり、

今年こそやり遂げることを心新たに誓います。我が家でも 1

日の特別の朝食(といっても昼近くですが)家族全員が顔をそ

ろえ、その年の個人の目標を述べ合います。あなた方の国で

はどうですか。初日の出、初夢、書初めなど 1 年の初めの

レグナー・ニールセン （BF 支出委員会委員長）

［国際議会への報告からの抜粋］

BF プログラムの価値はワイズメンとしての経験を

持ち、その経験をかなり上手な英語で伝えること

が出来る BF 代表にかかっています。

訪問を受けるクラブや区が BF 代表の訪問のスケジュールを

考え、訪問者にクラブの活動への様々な見識を与え、BF 代表

だけでなく訪問した区にも刺激を与えることもまた重要です。

マリット・トープ ヨーロッパ地域会長

BF 代表が世界中を訪れることを望みます！
現職の地域会長、国際議員として、私はワイズメン運動の

国際レベルで多くの経験と接触を持っています。人と人の

間で実際に顔を合わせて会うことがお互いを理解するのに

最も重要であると思います。他の文化を訪ね、他の国の
人びとがどのような考え方をするのかを理解することであなたの生活は変わ

ります。異なる習慣、異なる組織、異なる生活様式を経験することであなた自

身の中に新しい考え、新しい見方が生まれるに違いありません。私たちは皆

すべての人のためのよりよき人類のために働きたいと望んでいます。私たち

は皆、自分の両親、自分の学校、伝統によって形作られています。私たち

は、ノルウエーと中国の制度を比較すると大きな文化の違いがあることに充

分気づいてはいますが、つい先ごろノルウエーでノーベル平和賞が劉暁波

氏に授与されるのを見ました。ワイズメンズクラブ国際協会は非政治団体で

す。しかし、私たちは皆「すべての人のためのよりよき人」を心から願っていま

す。私たちの運動において私たちは友情と理解を創り上げる大きな機会を

持っています。私は、異なる国と文化の人びとと触れ合うこと、お互いを理解

することが出来ること、お互いに助け合うことが出来ることが重要だと信じて、

長年の間、ヨーロッパのブラザークラブと一緒に働いてきました。BF 代表に

なることは同じ効果、つまり、世界へ飛び出し、学んで、自分の心と態度を変

えるという効果、を与えるでしょう。ワイズメンズクラブ国際協会のクラブはす

べて、あなたの役職がなんであれ、規則通りに BF 基金に拠出してさえいれ

ば、BF 基金に応募することが出来ます。私たちは毎年、職務を執行し、私た

ちの組織を運営する責任を引き受けてくれる新しいリーダーを世界中で必

要としています。BF 代表は殆どの場合、将来の指導者になる可能性があり

ます。それはただあなたが可能性を新たな見方で見るからなのです。世界中

からの BF 代表に旅行してもらうと、その代表たちは、社会のすべての人々の

日常生活をより良いものにするために貢献しようというただその目的のため
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に、自分自身の地域や区で起動力となることが出来るのです。ためらわな

いで下さい。もしあなたがなにか変化をもたらしたいという夢をお持ちなら、

すぐに BF 代表に応募して下さい。たとえ１回目の試みで BF 代表になれな

くても、とに角もう一度やってご覧なさい。私たちは皆ワイズという大きな輪

の中でお互いを必要としているのです。

BF 基金

フィル・サマー アメリカ地域会長

アロハ！
BF 基金はワイズ国際協会が世界中の様々なクラブの

間に平和と理解を促進する主要な手段です。

マーチン・ダンド

カナダ・カリビアン地域会長
私はすべてのワイズメン、ワイズウィメン、ワイズユースに

ワイズの９つの地域の中のどれか１つの区に BF 代表とし

て行かれることをお勧めします。

BF 基金に拠金される基金のおかげで個々の BF 代表が外国で時を過ご

し、新しい文化の中にずっぽりと浸りながら外国のワイズメンのことを本当

に知るようになることが出来るのです。毎年、アメリカ地域は３つの異なる

国から BF 代表を受け入れ、３人のアメリカ人を異なる文化の中での生活

を経験するために送り出すのです。個人の関係を確固たるものにするた

めの方法として新しい友人と顔を合わせて接触する以上によい方法を私

は知りません。BF 基金はまたワイズ国際協会にパーシャル・グラントを提

供することを許可しています。ワイズメン、ワイズウィメンが自分はより大き

な組織の一部なのだという意識を身につけるのを助けるような国際会議

…….それが国内で行われようと、外国で行われようと……に出席するた

めにパーシャル・グラントを提供するのを許可しています。最後に BF 基金

はワイズ運動のあらゆるレベルでのリーダーシップ・トレーニングに必要な

トレーニング費用を払い戻します。BF 基金（兄弟愛基金）はまさにその言

葉が意味しているものそのものなのです。それは、友情の絆を固く結び、

ワイズ国際協会の理想と使命への共通の献身を確実にする全会員の兄

弟愛を創り出す手段なのです。YMCA への奉仕、世界中の私たちの社会

への奉仕なのです。

地球の裏側のよその国へ旅することは非常に実りある経験で、私たちが

奉仕クラブ組織としていかに真に世界的なものであるかをより広く認識す

ることが出来るのです。あなたが BF 代表としての応募資格を得るように、

どうかあなたのクラブが必ず BF 基金に充分な資金を割り当てるようにして

下さい。BF代表はBF基金を最大限に活用できるように自分自身のクラブ

活動に充分経験を積んでいなければなりません。BF 代表としてあなたは

受け入れ区でおそらく多くのクラブを訪問し、区の会合あるいは区大会に

出席することでしょう。あなたは受け入れ区でどのように物事が行われて

いるかということを知ることが出来るように通常、英語を理解し、話すことが

できることでしょう。あなたは自分のクラブ、区、地域について話すことを期

待されるでしょう。BF 代表が受け入れ区や地域で行うことが出来る発表は

次のようなものです。１．優れた興味あるクラブ例会の例、２．地元クラブ、

区、地域の特別なプロジェクト、３．新クラブの拡張（どのようにしたら拡張

出来るのか？）、４．会員増強と維持啓発（どのようにしたら出来るの

か？）、４．クラブ・ライフにおけるキリスト教あるいは信仰強調、５．リーダ

ーシップ・トレーニング（どのようにしたら出来るのか？）、６．良好なコミュ

ニケーションの重要性（どのようにコミュニケーションを図っているの

か？）、７．IBC、IBC トライアングルの重要性、８．YMCA およびクラブと他

の団体との関係。アメリカ地域のトラベル・コーディネーターとして、私は

BF 代表の申請書を通読し、皆さんの経験が確実に円滑に行われるように

するために関連の区理事と協働しなければなりませんでした。すべての

人にこのことが容易に行うことが出来るように BF 代表の申請書を手書きで

はなく、ワープロかタイプで作成して下さることをお願いします。何かご質

問がおありですか？私は BF 委員会の現委員として、喜んで E メールでご

質問にお答えします。

コー・キーナム

韓国中央区理事
私は韓国５区の一つ、韓国中央区の区理事です。韓

国5区は2011年7月から新韓国エリアを発足させます。

理事主題は「ワイズの信条を共に持ち続けよう」です。

首都ソウルの近郊、美しい港と国際空港を持つ大イン

V.A.タンカチャン インド中西区理事

私の区プロジェクトは貧困癌患者への無料保険付保
癌はラテン語「カルキノーマ」で、蟹を意味しています。世界

第 2 位の死因である癌は主として生活飲食習慣による体の

細胞の異常な増殖が原因で起こります。腫瘍には良性と悪

ン・ヨンファと共に 1976 年 33 歳でチャーターメンバーとして入会以来、イン

チョン・ムーンハック・クラブのメンバーです。私は人生の半分をワイズメンズ

クラブと YMCA への奉仕に過ごして参りました。韓国中央区は、2010－

2011 年上半期、ネパールのカトマンズ・クラブを含めて 7 部、48 クラブ、737

名です。1953 年、ソウル・ワイズメンズクラブが韓国最初のクラブとして設立

され、1982年には当時軍政下の韓国で第55回国際大会がソウルのロッテ・

ホテルと世宗文化センターで行われ、54 か国から 620 名、韓国から 4,000

名の代表が出席しました。それ故、韓国中央区のワイズメンはワイズ運動を

韓国で最初に築き上げ、発展させるために全力を尽くした私たちの先輩リ

ーダーを誇りにしています。

性の腫瘍があります。悪性腫瘍だけが癌と呼ばれます。癌はすべての年代

で起こりますが、伝染はしません。すべての人が癌を発見するために定期

的に臨床検査を受けることが必要不可欠です。癌はこの段階でなければう

まく治療することは出来ないからです。キャベツ、カリフラワー、ガーリック、

玉葱等のような野菜は癌の危険が一番低い。ビタミンA、ビタミンB複合体、

ビタミン C、ビタミン E は癌になりにくくなる効果があります。私たちは皆「健

康は金なり」ということを知っています。人生は不確実という法則があります

から、現在証明済みの救済手段でそれに立ち向かおうではありませんか。

癌の治療は非常に高額です。それでは、安全のために保険を掛けようでは

ありませんか？それがインド中西区の私たちが「癌の治療と医療保険（終身

癌治療）」を 2010－11 年の主要プロジェクとして取り上げた理由なのです。

私たちはトリバンドラムの地域癌センターと協定を結びました。センターは政

府管理の下に登録された団体が運営するインド最大の癌治療センターの

ひとつです。いろんなプランがありますが、私たちは掛け金 1,000 ルピーで

10 万ルピーの無料治療を受けることが出来るプランを選びました。10 万ル

ピーは貧困ライン以下で生活している普通の人が自分一人でも家族全体

ででもその費用のほんの一部分でさえ支払うことは出来ません。（10 万イン

ドルピー＝18 万円）殆どの場合、彼らは持ち物全部を売り払い、寄る辺なく

途方に暮れてしまうのです。この悲惨な状況は誰であれ個人が対応できる

範囲を超えています。そういう訳で、我々のような社会的に献身する NGO

が進んでこの課題を取り上げる逃れられぬ義務を負うことになるのです。私

たちのモットーが私たちの義務について私たちに示唆しているのですから、

それはより多く私たちの義務なのです。私たちは「私たち自身が変わらなけ

れば、何も変わらない」ということもまた知っています。ですから、自分が変

わり、貧しい人々、無力な人々、恵まれない人々のために援助のともし火を

掲げて世間の人びとに示す機会がここにあるのです。私たちの目的はワイ

ズメン一人当たり 1,000 ルピーを集め、350 万ルピーを投じて上に述べたよ

うな人々3,500 人に保険をかけることです。それで請求できる総額は 3.5 億

ルピーになるでしょう。大変な金額です。私たちは区内の 12 の別々の重要

なセンターで、知名人を招いて保険を掛けてあげた人たちに保険証書を配

布してもらうことを計画しています。（これは確実にワイズの名を広く世間に

知らせ、ワイズのイメージを向上させることでしょう。この行事のうちのどれか

一つに我らの国際会長が来印し、参加して下さることを願っています。それ

もまた将来の計画のため我々の士気を高めることになるのです。

ワイズメンの皆様、よいお年を。

編集長、BF 基金を語る ジョーシー・ジョセフ
BF はワイズメンズクラブ国際協会の重要なプログラムの一つです。他のプ

ログラムは ASF、TOF、EF、YES、YEEP、STEP です。新クラブ設立と現存

クラブの会員増もまた重要です。BF 基金は他の国での国際大会、地域大

会、区大会に出席するための、また外国のクラブへの訪問をするためのワ

イズのリーダーやワイズの会員の旅費を支払うという目的で設立されまし

た。基金は特別委員会（BFEC）によって管理されています。BFEC は国際

議会に報告します。ワイズメンが BF 基金を受ける適格性に関して明確なガ

イドラインがあります。会員はワイズ運動に利益を与え、ワイズメン運動の発

展に貢献することが出来る将来のあるいは現在のリーダーでなければなり

ません。会員のホ－ム・クラブはグッド・スタンディング・クラブで、またアル

フ・レイノルズ賞の資格（最低一人当たり 5 ドルを BF 基金に献金）を得てい

なければなりません。

BF 基金の主な財源

・使用済み切手・現金寄付

全クラブは年間を通じて、特に 2011 年 1 月の強調月間にプログラムに参

加し、献金することを期待されています。

来月の強調月間―2011 年 2 月 : ＴＯF

チョン市に住んでいます。息子が二人と孫が二人います。私は妻のア
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