
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 年国際会長 藤井寛敏

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

国際会長メッセージ 「ありがとう そして さよなら、ロランド！」 国際会長 藤井 寛敏

我々はひとつの大きな国際ファミリーです。襟につけたワイズメンのピンバッジを見た瞬間に
友達になれます。特に IBC の関係は我々が国際ファミリーの一員であることを実感できる最
も楽しいプログラムの１つです。Rolando と Gloria にさよならを言わなければならない時がつ
いに来ました。11 月で引き継ぎ期間も終わり、来月初めに故国ウルグアイに帰ります。本当
に 10 年の間、ISG として我々の組織の発展のために尽くしてくれましたことにを心から御礼
申し上げます。全ての duty から開放されて健康に留意され、モンテビデオクラブの一員とし
てワイズライフを楽しんで下さい。新しい ISG の西村さんはすでにエンジン全開で IHQ で働
いています。彼と彼の家族を少し紹介しましょう。彼は 1954 年生まれの 56 歳です。いくつか
の会社でビジネスの経験を積み、1996 年に Global Ｍanagement Co. Ltd.(国際コンサル
ティング会社) を設立、ISG に選ばれるまで社長を務めました。1982 年にワイズメンズクラブ
入会以来 2 つのクラブをチャーターし、DG、ICM、ISD、AEO を務めました。YMCA にも

1982 年に入会し、在日本韓国 YMCA のボードメンバーを務め、来年の 3 月までアジア太平洋 YMCA 同盟の会計を務めて
います。趣味はゴルフでハンディキャップは 10。 300 ヤードのドライバーが売り物です。明るく、常に前向きな、決して人を傷つ
けない性格は ISG になるために生まれてきたかと思うほどです。パートナーの久美子さんは、ワイズメネットの 3 代目です。彼女
の父は RD を勤めました。YEEP の経験者で、高校、大学とアメリカで過ごしました。趣味はフィン（足ひれ）スイミングでいくつも
の国際大会でメダルを獲得しています。大学では声楽を専攻し、趣味の域を超えています。今後の 2 年間、ワイズメネットの国際
プロジェクトのコーディネーターを務めます。１人の男の子（24 歳）と 2 人の女の子（20 歳、22 歳）がおりますがいずれも STEP、
IYCに参加の経験があり、海外留学の経験を生かし、それぞれ自分の夢を実現すべく世界各地で勉強中です。まさにワイズファ
ミリーそのものです。期待通りの、いや、期待以上の働きをしてくれることでしょう。

IBC 国際事業主任 田中 博之〈日本〉

現在、世界では約 1,600 組の IBC があります。
8 月に横浜で開催された国際大会において
全参加者の温かい祝福の前で 5 つの IBC と
ひとつの IBC トライアングルが誕生したことを、
喜びをもってお伝えいたします。 大会の場を
活用して、会期中あるいは前後にこの多くの

IBC 毎の集まりや活動がありました。これは IBC を持つクラブ
ならではの特権です。私たちは奉仕クラブの一員であり、クラ
ブの最も大きな目的は YMCA や地域社会への奉仕です。良
い奉仕の基盤は豊かで楽しいクラブライフと団結ですが、この
点において IBC は大変重要なプログラムです。IBC の活動
を通じて私たちは同じ綱領と目的を共有する国際的組織のメ
ンバーであるとういうことが実感でき、励ましを与えあるいは受
け、支え合い、刺激し合い、アイデアと経験を交換することが
でき、また、クラブはローカルなグループからより広い視野をも
った国際的な組織の一員にと成長できます。そして何よりも、
IBC は楽しいのです。まだ IBC を持たないクラブが沢山あり
ます。どうぞ今すぐ区の IBC 担当の事業主任に相談して下さ
い。彼らは最も相応しいパートナーを探してくれます。調査に
よると、残念なことに 4 割近くの IBC が実質的な交流活動を
していません。クリスマスカードを送ることによって IBC の活動
を再スタートするのに今は絶好の季節です。

物品国際事業主任 チュン・ユン・フワン〈韓国〉

藤井国際会長が創られ、今期から毎月発行さ
れている「ファミリー・レター」はすべてのワイズ
メンの間の素晴らしいコミュニケーションの手
段です。ファミリー・レターは必ず会員と力を
合わせて活動することでしょう。私にとって国
際の物品事業計画をお知らせすることは光栄

であり喜びであり、またワイズに奉仕するこのような機会を与え
られたことを嬉しく思います。エリアの事業主任は皆物品の配
布と販売の促進を助けてくれると固く信じています。もし世界
中のワイズメンが今後必要な品物を韓国ソウルのワイズ物品
事務所から共同購入されるなら、価格も品質も確実に向上す
るでしょうし、またそうなるように最大限の努力をいたします。
ご参考までに、ワイズ物品事務局への問い合わせは下記の
通りです。
また、国際協会事務局のウェブサイト〈www.ysmen.org〉でも
結構です。

ワイズ物品事務局
住所 韓国ソウル市鐘路区鐘路 2 街 9

YMCA ビル#515
Tel： +822-735-2395 Fax： +822-732-1205
E-mail： yskocouncil@paran.com
神の庇護のもと、国際協会の健全な発展を祈ります。

国際ユース代表（IYR） ジョゼフ・ビンセント・ギチャンバ （ケニア）

アポロニエンテスはかって「一国の未来を知るためにはその国の青年を見よ」と言いました。世界の人々の殆ど
50％が 25歳以下で、ドラッグや、エイズや、失業に苦しんでいる状況で。その上、（セックス・イメージの）宣伝と
（インターネット・メディアによる）グローバライゼイションにさらされ、さらにそれにドラッグやファッション、人生に
対する不真面目な態度の文化が結びついています。こいう現代にあっては、いわゆる「Y 世代」は途方もない
課題に直面しています。他のユースの社会的、発達団体の役割の中でも、ワイズメン/Y サービスクラブ、
YMCA のような組織は登場し、ユースを呼び集め、彼らの技能指導力、理解力を高め、人生の目的を見出し、
かくして、自らの人格、価値、個性を形成し、確固たるものにするのです。私たちワイズユースはワイズメン運動

の中で自らの目的と地位を確実に形成しているのです。私たちは日々数を増やし、世界中で燎原の火の如く広がっています。
私がいつも言うことですが、ユース・コンボケーションの出席者数や、ユースの活動やクラブ数が最近倍増するにつれてさまざま
なネットワークと連携が大幅に強化されています。その例は結核に対する国際プロジェクトの赤十字、様々なエリアでの環境プロ
ジェクトなどです。「人は仲間の人々のために尽くせば尽くすだけ、それだけ間違いなく人は大きくなるのです」。親愛なるワイズメ
ンの皆さん、皆さんの関わり、指導、支援を強め、そして私たちをもっと仲間に加えて下さることを心からお願い致します。
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＊＊＊＊＊（前ページから続く）＊＊＊＊＊
このすべてはワイズが全体として発展し、ワイズのユースに対
する態度を変化させることに貢献するでしょう。ユースは常に
次に受け渡すべきバトンなのですから。人間を形づくるのもの
は 3 つあります。それは、ことに関わること、誠実さ、体を使っ
て働くこと、この 3 つです。オリバー・ウエンデル・ホームズは
かって言いました。「私たちの殆どは妙なる楽の音を心の中に
残したまま墓場に入るのだ」と。ですから、心残りのないように、
何時でも、どこでも、どんな形でも自分が出来ることをしようで
はありませんか。お読み頂き感謝致します。

南東アジア区理事 デイビッド・ルア

（シンガポール）
南東アジア区（SEA Region）は 8 つの地域
にまたがる 2 つの部から成り立っています。
つまり、香港、マカオを含む香港部と、シン
ガポール、ミャンマー、マレーシア、インドネ
シア、タイおよびバングラデシュを包含する
SMIT 部です。インドネシア地域にはクラブ
がないので、7 つの地域に合計 23 クラブ、

384名の会員がいます。南東アジア区は多様な文化を持っ
た多民族、多言語区です。区内の諸国の経済発展段階は
異なっています。私は 1980 年以来、シンガポール・アルフ
ァ・チャプター・クラブのチャーターメンバーとして、今期区
理事に任命される栄に浴しました。シンガポール YMCA の
理事を務め、YMCA アジア太平洋同盟の役職に選任され
ていますので、私は区内のクラブとその地域の YMCA との
密接な協働を見て嬉しく思います。この強調関係を当たり
前のことと受け取ってはなりません。協働プロジェクトを通じ
てもっと強化することができます。ワイズ運動の強さの一つ
は異なった国々のクラブをひとつにする兄弟クラブ（IBC）
プログラムです。IBC はよりよい異文化理解とより密接な連
携と世界平和の促進を助けます。IBC 間のコミュニケ-ショ
ンの分野で、会員の訪問や青少年交換プログラムなど、も
っと多くのことが出来ると信じます。そのようにして、絆は強
めることが出来、そして順にワイズ運動が強められるでしょう。
これは会員増強のためには会員候補者に対する強力なセ
ールスポイントになりえます。言語の問題を絆を強める障害
にすべきではありません。南東アジア区のクラブはアジア内
ばかりでなくアメリカ、カナダ、ヨーロッパ、アフリカのような
遠い国々とも IBC やトライアングルを結んでいます。コミュ
ニケーションがリーダーの交代によって途絶えることがない
ように、常に連絡を取り続けなければなりません。

韓国西区理事 チョー・クワン・ヒー

「繰り返し繰り返しワイズの夢を持て！」、こ
れが韓国西区の 2010～2011 年度のスロー
ガンです。私は「より多く果物を収穫しようと
するためには、より多く種を播かなければな
らない」という言葉を信じている男です。です
から、このスローガンを
決定した時に私は「何の種を播く必要がある

か」、「ワイズで何を収穫出来るか」を真剣に考えました。そ
の上、「私が夢見るワイズのイメージとはどんなものだろう」と
いうことも考えました。そこで、私は信仰においてはワイズの
目標とする信条に従い、クリスチャンとして地域社会に影響
をおよぼすワイズメンというイメージを夢見ました。
それで私は韓国西区のすべてのワイズメンがワイズメンとし
てのアイデンティティーと夢とビジョンを持つことを願うように
なりました。これを実現させるために、区を次のように運営し
ます。
1） ワイズメンの目標とする信条を理解し、実践する。
2） 多くのプロジェクトで YMCA と協働する（東チモール支

援、宣教の業のために英語のネイティブ・スピーカーを
招く。）

3） 特定の活動に特化した新クラブを設立する。（通称：ブ
ランド・クラブ）

今から今期が終わるまで、私はワイズメンの夢を播こうと思い
ます。秋も深まるこの時、世界中のワイズファミリーの上に神
の祝福がありますように。

東日本区理事 松田 俊彦

高校生の時から YMCA のメンバーで、ワイズ
に入会してから 45 年になりますが、気持ちは
若いつもりです。私は日本のワイズで LT、ウェ
ルネスという言葉が一般的になってきたころか
らそれらの分野に積極的に携わってきました。
また、これまで 5 つのクラブの設立に関わった

ことも誇りに思っています。私の主張は「EMC なくしてワイズ
の発展なし！ LT なくしてワイズの将来なし！」です。
今年度、東日本区は燃えています。
a) 第 69 回国際大会をホストしましたが、成功裏に終わったと
確信しています。参加いただいた皆さまに深く感謝申し上げ
ます。参加された方々が大会と私たちのおもてなしに満足い
ただき、それぞれの区に何か得るものをお持ち帰りいただけ
たことを願っています。また、大会が日本のワイズダムの再活
性化の機会となったことも切に願っています。
b) 今年度、国際会長、国際書記長、アジア地域会長ほか多
くの国際、アジア地域の役員を輩出しました。
c) 特別なエクステンションキャンペーンである「2000 プロジェ
クト」の最終年度を迎えました。昨年度、沖縄に 107 人の会員
数の新しいクラブが誕生したことをお聞き及びの方もいらっし
ゃると思います。このクラブは既に新しいクラブのスポンサーと
なりました！
私の主題は「豊かな奉仕！～変化そして躍進！」です。私は
常に「楽しいクラブライフ」の大切さを強調してきました。楽し
いところに人は集まります。私たちの運動の発展のためには
もっともっと沢山の人が必要です。

スウェーデン区理事 ヒルブリット・ヤンソン

私の今期の主題は「未来からの挑戦！」です。
私は何故この主題を選んだのでしょう。その答
えはこうです。スウェーデンの会員数を見る時、
この 15 年でスウェーデンは 396 名＝50％の
会員を失ったことが分かります。なんとかしなく
てはなりません。
未来への路: スウェーデンのワイズメンの未来

を信じることが出来るように積極的な気持ちをクラブに持ち込
むように心がけて下さい。◆よいクラブ事業を準備しましょう。
◆ワイズの国際事業、地域奉仕事業に参加し責任を持ちまし
ょう。◆全クラブに新会員募集チームを作りましょう。◆インタ
ーネット上にアイディア・バンクを創りましょう。◆「フェイス・ブ
ック」プロジェクトを始めましょう。◆インターネットで他クラブと
密接な連絡を取りましょう。◆リーダーシップ・トレーニングを
強化しましょう。2010～2011 年のゴールは新会員 30 名と新
クラブを１～2 クラブです。

発行： 国際会長 藤井 寛敏
編集： PR 事業主任 ジョーシー・ジョセフ

編集後記 ファミリー・レター編集長、PR 国際事業主任

ジョーシー・ジョセフ
IBC を結ぶことによって会員は外国のクラブとの友情を深
め、世界平和を促進し、ワイズの発展の基礎を固めること
ができます。IBC はワイズが国際的奉仕団体として認めら
れるのに重要なものですから、国際、エリア、区、部の事業
主任は責任をもって各クラブを激励して IBC に関わらせて
下さい。リーダーたちは、マレー・スティーブン氏や国際本
部が行っている IBC リストの作成にも応答しないクラブや
休眠ＩＢＣクラブも多くあるという事態を憂慮すべきです。横
浜大会での IBC 締結式は効果的な演出で、参加者の注
目を集めました。私も直前 IBC 国際事業主任として楽しま
せて頂きました。
田中博之国際 IBC 事業主任、成功おめでとうございます。

12 月の強調月間：
キリスト教強調、ウェブマスター、半年の評価

横浜国際大会での

IBC 締結式の様子

（東京武蔵野多摩クラブ/Tsim

Sha Tsui クラブ (香港)）


