
ワイズメンズクラブ国際協会 
標語：「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う」 

2010～2011年國際会長 藤井寛敏 

            主題「Once More We Stand」     スローガン「Build a Bridge to the Future」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスチャン・アランシビア 

ラテンアメリカ区理事 

 私は２０００年以来、サンチアゴ・ワイズメンズクラ

ブの会員です。２００６年にクラブ会長になった

時、私はクラブの歴史上最も若い会長でした。 

の外部への発展を意味します。ロールバックマラリア運動にしても地

域を巻きこんだ様々なイベントを企画し、成功させることはこの運動

の意味をより深いものにすることでしょう。 

 我々の組織の大きな特徴の 1 つであるメネットにつきましては、女

性会員の増加などからその存在につき様々な意見を聞くところでは

ありますが、夫であるパートナーの働きに理解を示しつつも、様々な

理由からメンバーとしての義務を果たせない女性にとって我々はそ

の活動と存在のスペースを確保しておかなければなりません。現に

私のクラブの例を申し上げますと、多くの若いメンバーのパートナー

は子育てに忙しく夜の会合には出られませんが、週末のイベントに

はメン以上にその力を大いに発揮してくれております。 

 今月のもう 1 つの強調は環境保護（Environmental Sustainability）です。

我々は昨年の国際大会横浜におきまして、Carbon Neutral Organization
の宣言をしました。これに早速対応したのが東日本区の甲府クラブ

です。同クラブは会員数43 名で毎月の例会へ車利用を現状の約33

台を 10 台くらいにする目標を立てました。昨年9 月例会の結果は出

席者33名のうち車10台、相乗り2名、徒歩と自転車利用21名と早々

に目標を達成しました。ポイント制を採用するなどしてゲーム感覚で

その後の例会へのエコ参加を楽しんでおります。 ワイズの活動の

中だけではなく日常生活の中でも Carbon の排出を抑えるべく、エネ

ルギーの消費を最小限に繋がる行動を実行すると共に排出した

carbon に値する環境保持の運動に参加しましょう。この美しいかけが

えのない地球を次の世代に引き継ぐために。      藤井寛敏 

 今月の強調は地域奉仕（CS）, メネット（Menettes）, 環境保護

（Environment Sustainability）です。 

 CS 活動は我々の運動において最も力を入れなくてはいけない

事業の 1 つです。各クラブの CS 活動はそのクラブが拠点とする

YMCAを持っているかいないかに拘わらず、我々の目標を達成す

るための大事な活動です。地域の人々のためになる活動をするこ

とにより、我々の組織の名前を地域に知らしめ、我々の活動に興

味を持つ人々を我々の仲間に引き入れる効果もあります。このこと

はクラブから国際まであらゆるレベルにおいて同じことが言えま

す。地域に密着して活発な CS 活動をしているクラブに不振なクラ

ブはありません。地域における募金活動も CS活動の 1つといえま

す。資金の使途に賛成してくれた人々からの献金は、我々の運動 
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ヨーロッパ地域会長 

        環境灯台 

私の学校は「環境灯台」です。２００３年から環境灯

台で、新しい継続許可証を３年ごとに得なければな 

りません。許可証を得るためには、60 の異なる目標・事業を実行しな

ければなりません。私の国ノルウエーには環境省があり活発に活動し

ています。ワイズメンズクラブ国際協会にはグリーンチーム委員会が

あり、環境事項は 2010 年横浜での議事日程に載っていました。です

から私たちは情報に不足することはありません。でも世界的に実施す

るにはまだ道遠しです。他の事柄と同じように、他人に教えるより先に

「隗より始めよ」なのです。 

 空虚な言葉は役に立たない： あなたの子供や家族を自然の中へ連

れ出すことを始めましょう。そして、樹木、植物、動物、食物連鎖、動植

物が共存できる場所などについて話して下さい。家庭の中で、家族の

人びとがごみをきちんと処理し、電気と水を節約し、紙くずを床の上や

路上に投げ捨てたり、自然の中にあるものを何一つ破壊しないことを

教え始めて下さい。もしすべての人の要求が節度のあるものであれ

ば、すべての人に充分なだけあるのです。あなた方が心の中で、また

日々の生活の中で学び、「ノー」と言うことが出来さえすれば、生き残

るためにお互いに助け合うことが出来るでしょう。入手できるすべての

情報を手に入れるだけでは十分ではありません。世界中のあなた方

の兄弟姉妹に貢献するために自分の生活の変化を受け入れる強い意

志をあなた方は持たなければなりません。 

 

 

私はワイズメンズクラブと YMCA の熱心な奉仕者であり、コミュニティ

ー・サービスとリーダーシップについて強い確信と計画を持っていま

す。我が国の部長になった後、私はラテンアメリカ区の区理事に選ば

れるという栄誉に浴しました。私の知識と経験から、私はコミュニケイ

ションが成功の鍵だと確信しています。そういう理由で私の主要な事

業の一つは、地元でも区全体としてもコミュニケイションにテクノロジ

ーの使用を促進することでした。つまり、ホームページを利用し Skype
のような有用なツールを利用することでした。ホームページの利用が

ワイズ運動のために、また私たちの兄弟愛を結び続けておくために

非常に重要だと確信しています。実際、私はエリアのウエブマスター

であり、その手段を通じて、我々は会員に継続的なトレーニングを開

発することが出来ます。これは最も簡単、かつ最も安価なトレーニン

グとコミュニケイションの手段です。区における私の活動の焦点は地

元のクラブをより強化し、将来へのビジョンを啓発することでした。同

時に、クラブ拡張の活動と特に若い新しい会員を招き入れることによ

り会員増強を図ることでした。世界中いたるところに様々な組織や運

動の下に働いている何千、何百万という人々がいます。しかし、ワイ

ズにおいては、私たちは、素晴らしい理想の下で人々を導き、率先

するために、強く、幻を見なければならないリーダーなのです。私は

そのリーダーの一人であり、区の地元のクラブが断固たる決意を持っ

て素晴らしい奉仕と地域奉仕事業を敢行し、また TOF 国際基金と国

際協会が組織する国際事業に貢献することを願っています。 

 



 

ショウ・イ・チュウ   台湾区理事 

 もし国家が絶えず発展し力強く前進の歩みを続けるならば、経

済科学技術と洗練された文化教養が国家の繁栄と力の２つの枢

要な要素です。経済科学技術は「台湾の奇跡」を成し遂げまし

た。台湾国民は歩みを踏み出して以来豊かに暮らしています。文

明社会の特徴は、社会、経済、政治、科学技術、美術、文学、人

文科学、つまりすべての社会階層、職業を包含しています。洗練

された文化とはすべての人が他の人を尊敬し、立派な態度で他

の人に接するということを意味します。しかし、今日の台湾では、

他の人の言動に配慮を払わないことによる社会的無秩序、文明の

腐敗が現状です。国力が弱まり、社会不安に繋がるので私たちは

皆これを大いに憂慮しています。必然的に、次々と起こる社会改

革運動が台湾の新しい文化のために活動を求められる必要があ

ります。それ故、社会運動―豊かに礼儀正しくーを促進するため

に立ち上がる時なのです。もし今私たちが何の活動も行わないな

らば国の未来もないのです。ワイズメンズクラブ国際協会は異な

る信仰を持つ人々を結び合わせ、温かい心を持って様々な地域

奉仕に従事させる国際的な組織です。ワイズは人類のために美

しい社会の建設を目指します。私たちは強い意志を持って社会

奉仕を行う誓いを立てています。そして今、新しい台湾文化のた

めに「礼節運動」促進の先頭に立っています。この運動を首尾よく

促進するために、私たちは一連の活動を計画しました。このよう

に、私たちは学校と協働して「学生礼節コンテスト」を催し、また学

生の立派な礼節を表彰しています。一連の活動を通じて、台湾の

すべての階層の人々を団結させ、国の注目を集め、この礼節運

動を実践し、―自分自身から他の人へ、子供から大人へ、学校か

ら家庭に、個人から社会全体に―そして最後には礼節運動のゴ

ールを達成することを願っています。現在まで、この計画は２００３

年から９年間実践されてきました。この運動は様々の面で影響を

与えており、その影響と成果は目を見張るものがあります。運動は

社会のあらゆる面から高い肯定的評価と賞賛を受けています。 

編集者から一言 

「地域奉仕」強調の月、３月に寄せる真摯な思い 

 世界中の田舎で、都市で、無数の人が誰かが助けの手を差し伸べ

てくれるのを待っています。世界のどこかに、文盲のまま育ち、自分が

男性と同等に扱われている世界の女性のようになることが出来るのだ

ということに絶対に気づかない少女がいるのです。誰も彼を障害を持

たない人と同じ立場に立つことが出来る仕事の訓練を彼に施す労をと

ってくれないためにお金になるまともな仕事を見つけることが出来な

い、障害を持った若者がいます。おそらく彼の家族はこの幼い息子の

ような障害を持った者がもし訓練さえ受ければ人に秀でることが出来

るなどということは分からないのです。どこかに、もしちょっとした白内

障手術さえ受ければ仕事を続け、人生を楽しむことが出来る盲人がい

るのです。親愛なるワイズマンの皆さん、あなたこそがこの人々を普

通の人生に連れ戻し、希望の光を与えることが出来る人なのです。あ

なたのクラブの会員を励まして行動させることによって、あなたは世界

中にこだましている助けを求める呼び声に応えることが出来るので

す。地域社会奉仕はクラブの守備範囲内や周辺の地元で行うこともで

きるし、国の中で州の内外で国規模でもできるし、世界的に人類全体

のために行うこともできます。これらの奉仕は YMCA との協働で行うこ

とも、協働せずに行うこともできます。（私たちの奉仕のパートナー―

である）YMCA が非常に協力的な国もあります。ワイズメンズクラブ国

際協会は国連で NGO の特別諮問機関という栄誉ある資格を持ってい

るので、私たちは社会のためにもっともっと奉仕する義務を負ってい

るのです。「すべての権利には義務が伴う」という意義深い崇高なモッ

トーを思い出しましょう。現在私たちは地域社会奉仕の分野において

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ意識向上プログラム、マラリア予防ロールバック・マラリ

アと環境保護プロジェクトの実行において国連機構と YMCA とパート

ナーです。 

  藤井 祥子 国際メネット委員長 
Theme “Our Love We Bring” 

  これはワイズソング“Once More、We Stand”の私

の好きな1節です。わたしたちY's Menettes のなし

える 1番大事な、そして何をする時にも基礎にな

ることだと思います。そして誰でも、他に与える 
ことのできる最も美しいことです。 

 私の任期の間、テーマにあったシンボルを使いたいと思います。 

赤いハートは、Our Love.を表わします。 

 We bring; 

 our love をブルーのハートで表わす海へ、宇宙へ 

 our love を緑のハートで表わす地球へ、植物へ 

 our love を黄色で表わす命あるすべてものへ 

  

 昨年の７月の ICMでの報告、8月の国際大会での「ワイズメネットセ

ッション」から国際ワイズメネットの活動は、始まりました。国際ワイズメ

ネットのスタッフは、国際ワイズメネット事業の Coordinator は西村久美

子さん。Sister Club Coordinator は谷本久美子さんです。 

 国際ワイズメネット事業 

昨期の全世界のメネットクラブの投票により国際事業が決まりました。 

ナイジェリア － エルーワキャンプの水質向上 － US$30,000. 

 2 年間で達成するのには目標金額が高いので、個々のクラブだけ

ではなく、Area 大会、リジョン大会などでも協力をお願いしたいと思

います。自由献金ではありますが、投票の権利には、目標達成の義

務も伴います。69 回の国際大会のワイズメネットプログラム委員会か

らも多大な献金をいただきました。 

 ROLL BACK MALARIA（支援事業） 

 私たちはもうひとつ国際メネットが支援するものとして掲げたものが

あります。 

 それは世界YMCA同盟と国際Y’s Men’s Clubがともにサポートを

している国連で採択された“ミレニアム開発目標”の一つで“目標6：

HIV/AIDS、マラリア、その他の疾病との闘い”を 5 年間サポートしま

す。 

 ワイズメネットへの登録のお願い 

 国際ワイズメネットに登録することにより国際と相互の連絡を取るこ

とができ、状況を把握理解することができます。 

 新しく登録したクラブ インド・・・Y’s Menettes Club of Kalampoor,   
                   Y’s Menettes Club of Chennai Millennium 
            ロシア・・Y’s Menettes Club of Grmonia Novouralsk 2  
登録申し込みクラブ フィリピン・・Y’s Menettes Club of Manila Downtown  
 Sister-Club 締結 

 世界のワイズメネットクラブと Sister-Club を締結することにより、お

互いに理解を深め。親交を温めることができます。 

 YMCA との関係のリサーチと強化 

 Y’s Menettes はＹＭＣＡとの連携、協力を広く謳っていますが、現

況は果たしてどうかを知りたいと思います。 

  国際大会のセッションのスピーカーとしてお願いした山田公平ア

ジア太平洋ＹＭＣＡ総主事からワイズメネットの将来への提言をいた

だきました。 

 １ あらゆる差別問題  2 環境問題  3 ユースとの連携 

 この提言は、正しく私も将来取り上げるべき問題として考えていま

す。良い指針となると思います。 

 ID として活動 

Ｌｅｔｔｅｒを 3 回送信し、東日本とオーストラリアリジョンの Y’s Menettes 

Meeting に出席しました。メネットも問題が山積し、メンと同じように、

高齢化が進み、メネットの意識が、変化してきました。その中でどの

エリア、リジョンにも、ワイズメネット意識を浸透させたいと思っていま

す。 
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