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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」

2010 年 8 月号 ファミリー・レター ２０１０－２０１１ 強調月間：YIA,YEEP & STEP

国際会長メッセージ 国際会長 藤井 寛敏
我々の船は先月港を離れ国際大会という大きな港で飲料水、食料をたっぷりと積み込んでいよい
よ外洋への航海に出発しようとしております。第 69 回国際大会が 1,500 名近くの会員を集めて日
本の横浜で開かれようとしております。それに先立って、ワイズの重要な諸問題を決定する国際
議会が国際大会会場近くで、そしてユースのメインイベントである International Youth
Convocation が富士山の麓でいずれも開かれております。
今月の強調月間はユースです。我々の組織は創設以来 YMCA と共に若者の健全な育成を大きな

ミッションの１つとして掲げ、ユースとの関わりに力を注いできました。過去 13 回にわたる国際ユースコンボ
ケーションと各地域で行なわれる Area Youth Convocation は我々のユースに関わる主要なプログラムでありま
す。過去数年にわたる努力が実り世界各地にユースクラブが産声を上げ 700 名を越える若者がユースクラブに
参加しております。
私はテーマとして“Once More We Stand”と共にスローガンとして“Build a Bridge to the Future”を掲げており

ます。我々は（運動体である以上）、この貴重な運動をそしてこの美しい星を次の世代に確実にバトンタッチする
義務があると思います。ユースとの関わり、交流を通じて我々が持つ過去の経験、知識と物の見方を彼らに伝え
ると同時に彼らの時代を先取りする新しい考え方を学び、我々のちょっと古い心身に彼らの新しい血を注ぎ込む
のです。こうして我々はユースと一体になるのです。たとえ我々の肉体は朽ちようとも、われわれの精神は確実
に次の世代の人の中に生き続けることになるのです。これが“明日への橋を架けよう”の意味であります。

今回のユースコンボケーションは企画、運営をすべてユースの手で行なう意義のある最初の大会です。ユース
コンボケーションへの参加を通じて得た出会いが、経験と強烈な印象がユースクラブの誕生を促進すると共に、
彼らのこれからの人生の大きな指針の 1 つとして彼らの心に残り続けるよう心から願っております。

“Once More We Stand for the Youth with them”

ＹＩＡ ＵＳ地域会長 フィル・サマー

アロハ！ 我々が会員を増強し、Y サー
ビスクラブを YMCA や地域社会に対し
てより意味のある存在にしようと努力
しているとき、YIA は US 地域の最も重
要な事業の一つです。国際レベルでのユ
ース関連の主な事業は 2 つあります。

1 つは STEP で、もう１つは YEEP です。アメリカ地
域の今年の STEP/YEEP 事業主任はヘザー・ビンジハン
ソンです。彼女の目標は STEP で 1 名派遣、1 名受け入
れ、YEEP で 1 名派遣です。STEP では学生は１家庭ある
いは数家庭に短期間滞在し、その国の文化習慣につい
て学び、言語能力を熟達させることが出来ます。YEEP
は更に長い期間のプログラムで学校での単位履修を含
みます。US 地域はまた横浜の国際ユースコンボケーシ
ョンに参加する地域ユース代表ジョエル・トワイクロ
ス君の助けを借りてユースクラブの設立を目指してい
ます。

ISD-YIA 元ユースインターン
ナンシー・ヘインズワース

皆さん、今日は。新 YIA 国際事業主任として、特に奮闘
中のエリアにおいて、ユース・プログラムを立ち上げるこ
とに興味を持っています。その結果、ワイズを苦しめてい
る障害を克服する助けとなるアイディアをお贈りするのが
私の目標です。何か提示できるアイディア、私がお答えで
きる、あるいは私が誰かお答えできるような人を探し出せ
るような疑問をお持ちの方はどなたでも私にご連絡下さ
い。私は STEP をクラブ拡張の手段として使用しているクラ
ブがどれほどあるか知りたいと思っています。STEP は高齢
化クラブには特に有効です、年齢のギャップを埋める青年
に対する援助ばかりでなくホームステイをして下さる家庭
もひきつけることが出来るからです。STEP はワイズメンの
子供や孫ばかりではありません。クラブが推薦するユース
にも開かれています。これは我々に地元の学校その他の団
体からもユースを引き入れる機会を与えています。

カナダ・カリブ地域会長 マーチン・ダント

このファミリ－レターの発刊とジョー
シー・ジョゼフ編集長の選任に対し藤井
国際会長に「おめでとう」を申し上げま
す。藤井国際会長のこのファミリー・レ
ター8 月号に「YIA、STEP、YEEP」に
ついて思いを述べることは私の喜び

とするところです。
ユースはワイズを発展させるためにとても重要です。

ユースは他の人々にワイズに入会しようという興味を
持たせる多くのエネルギーと新しいアイディアを持っ
ています。私は次のことを皆様に求め、また強くお勧め
致します。▼ユースを皆さんの地域社会や YMCA の事
業にお誘い下さい。▼ユースをあなたのクラブに招き、
ユース独自のあるいは年長の会員と共同で活動させて
ください。▼地元の教会の青年部との提携を考え、新ク
ラブの設立を指導して下さい。▼「ユース・ウイークエ
ンド」を設け、「暴力にノーを」や「平和活動」などの
標語を掲げてユースを引きつけて下さい。▼会長や区理
事に「フォーワードプラン」ではユースをどう扱ってい
るかを尋ねて下さい。▼リーダーたちにユースを巻き込
むにはどうしたらいいかアイディアを求めて下さい。

以下のことは私の誇りとするところです。▼我がク
ラブのユースが TOF の「太陽発電プロジェクト」（コ
スタリカ）に参加し、地元のお役に立っています。▼マ
リタイム区は今年ヨーロッパへ行く STEP 学生に財政
支援を行っています。▼カリブ区に新しいユースクラブ
が出来ました。カナダ中央区にももう一つ設立中です。
▼我が地域出身のナンシー・ヘインズワースが今年 YIA
国際事業主任、および STEP/YEEP 地域事業主任とし
て活躍し、世界中のユースの最新情報を提供してくれる
でしょう。

（YEEP&STEP 國際事業主任ロッサナの記事は次ページ）



ヨーロッパ地域会長 マリット・トープ

ヨーロッパでは私たちは如何にして青年たちをワイズに組み入れよう

かと常に語り合っています。私たちは自分たちの型に彼らをはめ込も

うとします。しかし、2010 年の今日では、青年たちはワイズにつ

いて、クラブについて、組織の方法について、異なる考え方をしてい

ることを私たちは経験しています。私たちが将来ユースと直接意思を

疎通し合い、この課題を如何にして解決するかを議論することが出来

るように、ユースをワイズのリーダーシップの元で様々な会合に招く

ことが大事です。自分の考えをしっかり持っている方でも青年たちの

議論や考えに耳を傾けなければなりません。ユースを ACM やエリア

の RDE トレーニングに招きましょう。国際議会に少なくともオブザー

バーとしてユース代表を入れることが絶対必要です。2010－2011 年の

ヨーロッパ地域会長として私は「青年をワイズに巻き「青年を巻き込

む方法についての良いアイデア」という名前の「アイデア・バンク」

をインターネットに立ち上げます。会員はどなたでも提案を自由に投

稿できます。皆さんも後に続いて頂けませんか？

台湾区理事 チョウ・イー・チュエ
台北ダウンタウン・ワイズメンズクラブ

台湾区の繁栄を築きあげるために私は私の時間と

能力のすべてを捧げ、全力を尽くします。

YEEP ＆ STEP 国際事業主任 ロッサナ・クロッチ・レイエス

YEEP: YEEP は他国の人々の文化、習慣、言語に対

する経験を含む 12 ヶ月の交換教育プログラムです。こ

のプログラムには 3 つの側面があります。第１は青年

を助成するホーム・クラブ、第 2 は、青年をホストす

るホスト・クラブ、第 3 は喜んで参加しようとする青

年です。どちらのクラブも任務は違いますがこのプロ

グラムに責任を持っています。この点に関しては YEEP

の地域事業主任にお尋ね下さい。YEEP プログラムに関して助言する

ことは私には容易なことです。私は YEEP 学生でしたし、両親も YEEP

学生をホストしたからです。元 YEEP 学生としてその 1 年の間に私は

人生最大の経験をし、その経験はいつまでも私の記憶に残るであろう

と皆さんにお知らせすることが出来ます。また、その経験は、異る国

に伴う全てをもって、またその国の見方ばかりでなく、ワイズの側か

らも世界の異なる部分を知る可能性を持っているので、私の人間とし

ての成長にも大きな役割を果たしました。よりよい世界を作るために

異なる国のワイズメンがどのように働いているのかについて情報や経

験の交換。私の場合は、南米の小国ウルグアイの首都モンテビデオの

出身です。私はヨーロッパのデンマークの田舎の小村クジェラップに

行きました。何という違いだったでしょう！！！そしてその違いは本

当に素晴しいもおのでした！！！その間、我が家ではデンマークから

の YEEP 学生を受け入れていました。（これはほんの偶然で、どの国

になるかも分からなかったのです。）彼女とは今でも親しい交際を続け

ています。彼女は我が家の一員となり、2 年に一度ほど夫と子供たち

を連れて我が家に戻ってきます。

STEP: ステップについては、3 週間から 11 週間の短期交換だとだ

け言えます。ステップは、青年が自分の背景を相手に伝えるばかりで

なく、他国の文化に出会い、知り、そしてそれから学ぶ可能性を青年

に与えるのです。STEP の場合は、YEEP より短いので、12 ヶ月もの

長い期間自国を離れる事を望まない青年に勧めることが出来ます。こ

のプログラムも参加者は同じです。ホーム・クラブ、ホスト・クラブ

そして STEP 学生です。みなそれぞれ責任と義務があります。このプ

ログラムについてはいつでも地域の STEP 事業主任からもっと情報を

得ることが出来ることを忘れないで下さい。我々は今、プログラムに

参加する人を募るばかりでなく、YEEP、STEP に参加することを願う

若者のための受け入れ家庭を見つけるのが難しいという状況に直面し

ています。私はすべてのワイズメンズクラブがこの 2 つのプログラム

に焦点を当てることをお勧めしたいと思います。

南太平洋地域会長 ジョン・ポンテフラクト

南太平洋地域には数は少ないけれど熱心なユース・メンバーがいま

す。地域として過去 5 回のユース・コンボケイションに数名のユース

を送りましたし、今回の 2010 年横浜 IYC にも送ります。

IYC に出来るだけ多くのユースを送ることによって私たちは未来

に向けての投資をしているのです。どのような投資と同様に、その効

果は短期間では明らかにはなりません。時間が必要なのです。

長年行われてきたYEEPとSTEPは会員の子供や孫に成長期の早い時

期に異文化体験の機会を与えてきました。

ワイズの全てのレベルで YIA の職責を確立することは我々のユー

スと我々の未来に当てる焦点を論理的に発展させることなのです。ク

ラブに若いメンバーがいてもいなくても活動計画の中でユース問題

を第一に考慮するようにすべてのクラブに勧めます。そして、胸に刻

んでくださいーーー。投資の最良の利潤は通常長い期間にわたるもの

だということを。

アメリカ北西太平洋区理事 リー・ウッダード

私は今区理事としての任期を始める準備をしてい

ます。たった今区大会を終えたところで、誰に聞い

ても成功でした。大会のホスト・クラブは私のホー

ム・クラブ、シアトル・ダウンタウン・メトロセン

ター・Y サービスクラブでした。大会はワシントン

州ベルビュー市のエンバシー・スイーツ・ホテルで行われました。こ

のような行事を行う方にはエンバシー・スイーツ・ホテルを強く推薦

いたします。私の理事の任期の間の主題として私はワイズの最新のプ

ログラム、「YES」から借用し、「ワイズに対してイエスと言おう」と

しました。私は私の義務を遂行するのを助けてくれる最強の RSD（区

事業主任）のチームを選びました。

ロシア区理事 オルガ・ボズチコーバ

スローガン：「自分自身を助けるために他人を助けよう

主題： 「孤独と困窮に立ち向かって」

課題： ロシアのワイズメンに十分情報を与え、啓

発しながら、働きを進めること。ロシアのワイズ

メンの主な方向は CS と YMCA との協働です。

フィンランド／バルカン区理事 ベイコー・ジュベネン

2010～11 年の理事の任期を始めるに当たり、私

に寄せられた信頼に感謝します。次期理事トレ－ニ

ングと懇談は大いに役立ちました。今は来るべき１

年に向けてクラブ活動の計画を練るときでもありま

す。社会的な要請は我々の中に常に存在し、私たち

の行動を求めています。

編集者コラム

国際 PR 事業主任

ジョーシー・ジョゼフ
YIA、YEEP、STEP は私たちの子弟に才能と人格を向上させるた

めの機会を提供しています。YEEP の場合は期間は１年にまで達し

ます。YEEP と STEP 学生のために相応しいホストファミリーを見

つけ出すのは担当リーダーと活動的なワイズメン家族の責任です。

来月９月の強調はＭＣ、国際協会の歴史です！

発行： 国際会長 藤井 寛敏
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