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 1 月14 日に締め切られた国際役員の選挙結果が発表されました。 

2011/12 次期国際会長にはインド地域の Philip Mathai さんが 3 人の

候補者の中から選ばれました。おめでとうございます。国際発展のた

めにご奉仕を期待しております。彼の back ground を簡単に紹介しま

す。1938 年生まれの 72 才、家族は妻の Elizabeth さんと 2 人の息子

さんです。1974 年にワイズに参加され ’93-94 に区理事を務められ

現在はインド地域の会長であります。 

 下のリストは2011年7月から新たに国際議員を務められる方々のリ

ストであり、今回の選挙で新たに選ばれた方々も含まれております。 

 New ICME Name  Term(ICM)        Area  

未定               2012/14      Africa 

次期國際議員の西堀さんが 

病気のため再選挙実施予定 2011/14      Asia  

Thayne Jenkins  2011/13      Canada/Caribbean 

Rabi Panigrahi 2011/14       India 

K.G.Varghese 2011/14       India 

Suzy Mathew 2011/14       India 

Olga Vozchikova 2011/14       Europe 

Moon Sang-bong 2011/14       Korea 

Park Hee-doo 2011/14       Korea 

Ivani Zanolla da Camera 2012/14       Latin America 

Mary Ann Phillips 2011/13       USA 

 上記以外は任期が残っている本年のICMが引続き2011/12も奉仕

いただきます。国際議員はそれぞれの地域を代表してはおりますが

決して利益代表ではなく、国際の全体的な視野に立って国際の発展

のために御奉仕いただきたいと思っております。健闘を祈ります。 

 1月22日よりジュネーブにおいてMid year meetingが開かれ、現職

役員が今期の goal 達成のため前半期の行動を振り返り、後半期の活

動計画を確定し、今問題になっております様々な問題について話し

合いました。そのうちの1部は6月の国際議会に議案として提出予定 

  ヴィジャヤ・クマール 

国際事業主任/TOF（インド） 

ワイズのような社会奉仕団体においては地域奉仕や

人々の幸福に代わるものなどありえません。多くの人

が、恵まれない人々に奉仕し、積極的な奉仕を通じて 

です。同時に次期国際会長Finnさんと次期エリア会長により次期の計

画を話し合いました。また 2 月の末にはジュネーブに Web の地域事

業主任が集まり、地域の Web の充実を目指し、研修会が開かれま

す。 

 今月2 月は皆様ご存知のように Time of Fast Global Project Fund 

（ＴＯＦ国際事業基金）（ICM10 において Time of Fast から変更されま

した）の強調月です。世界中のワイズが一食を抜いて、その費用でＹ

MCA が世界に展開する Project を応援するという我々組織の外部に

対して展開するワイズ独特の事業です。昨年の7月に開かれました第

17 回World Alliance of YMCAs において私が過去40 年間にワイズと

して約450万ドルを支援していると報告しましたら会場からは「ウァ-」と

いう驚きの声が上がりました。この運動の拡大により、YMCA をサポー

トするという我々の大きなmissionの1つが大きく前進することが期待さ

れます。皆様どこの国でどんな事業が展開されているか是非ウェブサ

イト http://www.ysmen.org を訪問してみてください。  藤井寛敏 

  
人々の幸福のために自分の時間と金を有意義に捧げようという心を抱

いて私たちの群れに加わるのです。ですから、明らかにその人々は

私たち国際協会のタイム・オブ・ファスト国際事業基金にひきつけられ

るのです。彼らは、その中にワイズの真の精神を見出すのです。毎年

2 月、世界中のワイズメンはワイズが今広がっているすべての地域で

このワイズ独特の国際的基金を全力で促進することによって若返るの

です。彼らは、この資金が商業的資金集めの手段で様々の出所から

出るのではなく、飢えの苦しみを知り、また多くの人々の今の生活の

質を改善することが必要であることを知っている人々から出ているの

で、TOF が特別なものであると思うのです。彼らは他の人びとの必要

を満たすために自ら進んで食事を抜いて献金するのです。これは人

への奉仕は神への奉仕であると、言葉ではなく行為自身で語る、なん

という素晴らしい着想でしょう。１９７３年、国際協会が TOF を開始して

以来,今日までこの基金から４５０万ドルものお金を様々の YMCA・地

域奉仕事業に捧げることが出来ました。 

 

 現在、16 か国で TOF 基金によって 27 もの継続事業と新事業が行

われているのです。これらの事業を通して国際協会は世界中の人々

に愛と憐みのメッセ―ジをもって手を差し伸べるのです。 
 ワイズメンと YMCA のきずなは強まり、このプログラムは恵まれない

人々の心に「自助」の心を高めるのです。今日の世界は不安定に満

ちています。地球温暖化、生態系の不均衡のために、疾病や自然災

害が地球上いたるところで常態化しています。そのような災害の結果

起こる苦しみや病はとどまるところを知りません。ワイズメンが TOF か

らの救いの手をもって苦しむ人々の傍らにしっかりと立ってあげること

が出来るということは、私達は本当に幸せです。確かに、その人たち

の苦しみをすべて取り除くことはできません。しかし、私たちは彼らに

食料、衣服、ねぐらという形で最低の援助を保証しているのです。ワイ

ズメンズクラブは様々の時点で TOF によって違う援助プロジェクトを

実施しています。しかし、ワイズメンは、それがクリスマス・ツリーやケ

ーキ、自家製工芸品、古本の販売であれ、ささやかなオークションで

あれ、様々な崇高な形での援助もまた実施しているのです。こう言わ

れています。「喜びを持って神を愛しなさい。神は病人や貧者に身を

やつして私たちの前に現れるのですから、神への愛を困窮し、寄る

辺ない人々への活きた奉仕に注ぎなさい」 

 

２０１１年2 月号               ファミリーレター2010－2011                強調月間：ＴＯＦ 



 

に関わるのです。ワイズが様々な国際的な援助運動を通して困っ

ている人々の悩み苦しみに関わる時、会員は教えられ国際精神を

経験するのです。TOF は国際理事会において人間危機委員会委

員として提出された方針声明に端を発しています。当時、ケネス・

アダムズは1969年8月23日ワイズの 50周年祝賀行事の準備をし

ていました。 

TOF の例： 

✱2 月に、ワイズメンの会員は断食に参加し、その食事の代金をと

っておき、ワイズの基金に捧げるべきです。会員は月例会におい

て自由に彼らの気持ちや意見を述べるべきです。✱2 月にワイズメ

ンは月例会において食事はとりません。ワイズメンには困窮してい

る人々に世人の目を向けさせる多くのプログラムがあります。困窮

している人々を覚え、その人たちを助けましょう。ワイズの会員に飢

饉の意味を理解させ、飢饉に苦しむ人々を助けましょう。✱区事業

主任を招き、困窮している人々を助けるプログラムの話を聞きましょ

う。✱全会員が断食に加わり献金を通じて TOF をサポートしている

クラブがたくさんあります。 

フィル・サマーズ アメリカ地域会長 

 TOF（タイム・オブ・ファスト国際事業基金）はワイズ運

動の中で３つの大きな目的に役立っています。 

 第１に、TOF は世界中の多くの国の人びとの健康と

福祉に直接役立つプロジェクトの資金を提供します。 

ヴィジャヤ・クマール  

国際事業主任/TOF（インド） 
ワイズのような社会奉仕団体においては地域奉仕や

人々の幸福に代わるものなどありえません。多くの人

が、恵まれない人々に奉仕し、 

チョー・クワン・ヒー   韓国西区理事 

TOF はお金や助けを必要としている人々を助ける

活動に関わっています。隣人の苦しみを知って、ワ

イズでは毎年2 月に 1 食を断食するのです。TOF

はまた隣人の悩み苦しみを和らげるのにも積極的 

マーチン・ダンド   カナダ・カリブ地域会長 
 私はすべてのワイズメン、ワイズメネット、ワイズユース

に、TOF を支援することをお勧め致します。毎年、国際

議会において多くの TOF プロジェクトへの資金提供が

検討されます。これらのプロジェクトには、3 年間総計 

300,000 スイスフラン（2600 万円）の資金が提供されます。多くのワイズ

メンズクラブ、Ｙサービスクラブがそれぞれの地域で YMCA や他の地

域グループと協働してTOFプロジェクトを実施しています。皆さんは国

際本部のホームページ(www.ysmen.or)を開き、検索ボックスに”Time of 

Fast”と打ち込むと、多くの情報を受け取ることが出来ます。私の地域の

ワイズメンが TOF に関わっていると言えることを誇りに思っています。

オンタリオ州オーウエン・サウンド・Ｙサービスクラブは 3 年間にわたっ

て「コスタリカに明かりを」というプロジェクトを行っています。現在も{職

業訓練}と少額の融資が進行中です。このプロジェクトの結果、コスタリ

カのサンノゼに新しいワイズメンズクラブがチャーターされました。オタ

ワ Y サービスクラブは「キベラ YMCA 小学校キャンペイン」と呼ばれる

新しい TOF プロジェクトで地元の企業、教会、コミュニティ・グループ、

ナイロビ南Yサービスクラブ、ケニヤYMCA全国協議会と連携を提起し

ています。 

F

ベイコ・ジュボーネン 

フィンランド・バルチカム区理事 

 発展途上国の人びとが直面する典型的な問題は、そ

の国の経済、健康状態によって引き起こされます。失

業と社会生活からの脱落は先進国にも存在しますが、

救援手段はより優れています。 
 TOF プログラムは明確に途上国に向けられ、中でも医療と教育を支

援しています。支援は地元の YMCA を通して行われているので、時に

は高額になる救援組織の費用とありうる汚職を避けることが出来ます。

特に職業教育におけるTOFプロジェクトの重要性は大きく、それはワイ

ズメン運動においてさらにもっと強調されるべきです。 

オルガ・ボスチコワ  ロシア区理事 
 2 月は常にタイム・オブ・ファストの月と言われてきました。2010 年の横

浜での国際議会と第69 回国際大会後は(Time of Fast Global Project 
Fund)と改正されました。TOF は「ワイズの魂」と呼ばれています。それ

は事実です。このプログラムは私達にとって特別なものなのですから。

TOF は人と直接関わります。人々の生活の質を向上させます。進行中

の結果による自助のプロジェクトです。地元のYMCAの支援を受けてい

ます。TOF では資金は自発的に少なくとも１食を抜く人々から出ていま

す。１食を抜くということは、それほど大変なことではありません。しかし、

その経験が私たちに空腹とはどんなものなのかを知らせ、貧しい人々、

生活困窮者の毎日の生活を理解させてくれるのです。他方、もしすべて

のワイズメンがそれを実践し、あるいはこのプロジェクトにたとえほんの

少しのお金でも捧げるなら、世界中の多くの国の開発プロジェクトの価値

を支えるために非常に大きな助けになるでしょう。過去２年の間、私はラ

テン・アメリカの国々とロシアでいくつかのプロジェクトが完成したのを見

ることが出来ました。不幸にして、私たちは貧富の差が激しい世界に生き

ています。何百万の人びとが助けを必要としています。私たちは、TOF
国際事業基金へ献金を捧げる機会を与えてくれるワイズメンズクラブ国

際協会という驚くべき運動に属しています。すべてのワイズメンは困窮し

ている人々がこの基金を通して最大の恩恵を得るのを助けることが出来

ます。私のモットー：「他者の自助を助けよ！」 

高田 一彦  アジア地域会長 

 現在、世界１６カ国で継続中の２１と昨年承認された

新規の６プロジェクトに対して支援しているＴＯＦは、 

１９７３年以来４５０万ＵＳドルを世界各地のＹＭＣＡや

地域のプロジェクト或いは緊急支援のために拠出して

きました。 

編集後記：今月の強調月間はＴＯＦ国際事業基金であることをお知らせ

するのは編集者として喜びです。アジア会長、幾人かの区理事が心を

奮い立せる、また情報を与えてくれる記事を投稿して下さいました。こ

の状況に本当に満足しています。「IP レター」の２頁のサイズでのスペ

ースの限界のため、ほとんどの記事を短縮せざるを得ませんでした。

本号では、掲載できない記事もいくつかありました。ご寛容下さり、今後

の IP ファミリーレターの発行に変わらぬご支援をお願いします。関係

者の皆さんの惜しみないご支援に感謝します。 ジョーシー・ジョセフ 

第２に、TOF は地域のクラブとワイズ運動の国際的な側面との繋がり

を築き上げます。第３に、TOF は国際協会とそれが行うよき働きに世

人の目を向けるという計り知れない貴重な機会を提供するのです。プ

ロジェクトはそれぞれ地域の YMCA と協力して行うので、TOF には更

にまた国際協会と世界の YMCA 運動とのパートナーシップを強化す

るという恩恵も加わります。 

 私たちはまた地元のインフラへの我々の貢献を誇りにすることが出

来ます。それはいつまでも長持ちし、ワイズの会員の努力への感謝の

しるしとなることでしょう。現在の受益者の生活を向上させるだけでな

く、今後何年にもわたって地域社会の必要を満たし続けるプロジェクト

以上に満足のいくものは殆どありません。TOF はブラザークラブが協

働してプロジェクトを完成させ、世界的規模で友情の絆を固くする機会

を提供するのです。 

 ＴＯＦ（一食を抜いてその食事代を募金する）の原点は、アイオ

ワ州の Vi Norman ワイズにより提案され、この考え方が１９６９年

に Human Crisis 委員会にてドラフトとして作成され、翌年のデ

ンマークのコペンハーゲンの国際議会で承認されました。この年

は、アメリカ大陸以外で国際大会が初めて開催された記念すべき

年でもありました。 
Time Of Fast (TOF)の正式名称は、その目的を明確にするため

に、TOF Global Project Fund（TOF 国際事業基金） と呼ばれ

ることに昨年の国際会議で決定しました。 
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