
- 1 -

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

国際会長 藤井 寛敏

7月末から8月はじめ

にかけて横浜はワイズ

一色に染まりました。

まず国際議会が「オン

ワード総合研究所」で開

かれ、大きな決定の内の

ひとつは 5 区、6,000 名

の韓国のアジアからの Extension が承認され、

順調に行けば 2011 年から新しいエリアが生ま

れます。韓国のワイズメンの皆さん、おめでと

うございます。皆さんの力をエリア発展のため

だけでなく、国際のためにお力をお尽くしくだ

さい。

もう 1 つの大きな決定は“Vision2022”

(revised Vision2020)の決定と、Vision2022 を

具体的に実現するために従来の Forward Plan

に具体的な目標を肉付けした “Towards 2022”

の決定が承認されたことです。われわれの組織

の 100 周年に当たる 2022 年に向かって社会の

ニーズに対応した新しいワイズ実現のためあら

ゆる角度から現在のワイズを総点検し、100 周

年に杯を上げるために行動を開始しましょう。

第 69 回国際大会が 28 カ国 1,275 名(ユースを

含め 1,422 名)の内外からのワイズメンが集まり、

Pacifico 横浜で行われました。友情の確認と交

流の中「環境」をテーマの下にさまざまなプロ

グラムが展開され、国連、YMCA と歩調を合わ

せて“Global Citizens”としての第 1 歩を踏み出

しました。大会最終日には ISG Rolando への 10

年にわたる奉仕に感謝と新 ISG の西村隆夫さん

が紹介され、彼は YMCA との一層の緊密化を強

調されました。すでに 9 月 1 日より勤務を開始

しております。同時期に富士山 YMCA において

ユースコンボケーションが 29 カ国、147 名の若

者の参加を得て行われました。ユース代表にケ

ニアの Mr.Vincent Gichamba が選ばれました。

近い将来、ユースはわれわれのパートナーとし

てだけではなく、われわれの運動の中核への参

加が期待されるものです。

9 月の強調は Membership & Conservation で

す。われわれの運動の強さは、個々のクラブの

強さの集積であります。クラブ会長を中心とし

てそれぞれに抱える問題を解決するためにプロ

ジェクトを立ち上げましょう。

2010 年 9 月号 ファミリー・レター ２０１０－２０１１ 強調月間： 会員増強と維持啓発、歴史

ご苦労様、ローランドー！

頑張って、西村さん！

2010 年国際大会（パシフィコ横浜）で

引き継ぎ式を終えて笑顔満面の新旧

ＩＳＧ夫妻

左から：
グローリア・ダルマスさん

西村隆夫新ＩＳＧ
ローランドー・ダルマス前ＩＳＧ

西村久美子さん
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MC 国際事業主任
メッセージ

アン・マリー・
ヘルツ・ジェンセン

毎月、それぞれ強調事業があります。9 月はMC、

つまり「会員増強と維持・啓発」の月です。横浜の国

際大会で、アイザック・パラシンカル氏が議長となっ

てMCのフォーラムが開かれました。パラシンカル氏

は準備万端整えていました。彼は過去 7年間の各エリ

アの会員状況を分析していました。不幸なことに、彼

の分析はあまり明るいものではありませんでした。殆

どのエリアでは会員維持の計画は効果を挙げていま

せん。会員の高齢化のためいくつかのエリアでは会員

は減少するでしょう。しかし、私たちは会員を保持す

る方がよいのです。新会員を獲得するより現会員を保

持する方が、努力が少なくて済みます。新会員を獲得

しようとする時、現会員が最善の大使なのです。「フ

ォーワード・プラン」のプログラム・エリア2 のMC、

「会員増強」の項を是非ご覧下さい。そこには、会員

増強と会員の維持に関して区にもクラブにも役に立

つアイディアが書かれています。

会員を維持するということは「安定する」というこ

とです。そして「安定」は、成長するためにも、また

新クラブを拡張するのに必要です。私たちは国際ワイ

ズメン協会の将来を確固たるものにするためには会

員が必要です。私たちのワイズメン運動のために拡張

は必要です。私たち自身のクラブにおいても、新しい

地域においても。「フォーワード・プラン」をご覧に

なって皆さんの区やクラブのために役立つアイディ

アを 2 つ、3 つ見つけて下さい。私がお勧めしたいの

は：

▼ワイズメンとその事業について知ってもらうため

にYMCAやボーイスカウトのリーダーを例会に招く

▼外部からスピーカーを招いて卓話をしてもらうよ

うに会員に勧める

▼近隣クラブを招き親睦を図る

▼同じ区のクラブとよいアイディアを共有する

▼誕生日や結婚記念日だけでなく、苦しんでいる時も、

ともに会員を覚える

▼クラブを楽しく親睦の場にすること

などです。

MCは 9 月だけの強調事項ではなく、毎月行うもの

です。「会員維持」は継続事業で、「会員維持」と拡張

は車の両輪です。

皆さんのクラブのご成功をお祈り致します。

カナダ・ワイズメン
発祥秘話

カナダ・カリブ地域
会長

マーチン・ダント

1922 年 8 月、ノヴァスコシア州の対岸ポート・エ

ドワーズに 20 名の人々が集まり、ワイズメンズクラ

ブの設立を協議しました。この集まりを纏めた陰の立

役者は YMCA 総主事のヘンリー・ポープ氏でした。

当時、YMCA の会員になるということが新クラブ設

立の必要条件でした。このグループの人々はこの考え

をよしとはしていませんでした。それで彼らの新クラ

ブ樹立の申請は受理されませんでした。ヘンリー・ポ

ープ氏は後に YMCA とワイズメンズクラブというこ

の新しい組織の両方に所属するということが重要な

協力関係なのだということをこの青年グループに納

得させました。このグループは（少なくともその大部

分は）YMCAに加入し申請状は受理され、1923 年 10

月、カナダ、ノヴァスコシア州のシドニークラブは公

式にワイズメンズクラブ国際協会に加盟したのです。

カナダ・エリアは最盛期には 45 クラブ、1,635 名

の会員を擁していました。2009 年、カリブ区がカナ

ダ・エリアに合併して、「カナダ・カリブ・エリア」

と名を変え、32 クラブ、会員数 534 名（男性、女性、

ユース）となり、今年度中に 600 名を超えようと計画

しています。多くのクラブは「Ｙサービスクラブ」と

いう名前を使っています。その方が女性や青年に訴え

易いからです。ワイズメネットも多くのワイズメンズ

クラブをサポートしていますが、マリタイム区に限ら

れています。カナダ・カリブ地域はメネット事業主任

を地域議会に議決権を有する議員として迎えていま

す。
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ワイズの歴史

国際ヒストリアン

Ｈ．ウエイン・スミス

第一次世界大戦の前後、アメリカで「ランチョンク

ラブ」や「奉仕クラブ」が作られていました。当時は

「昼食クラブ」は奉仕を行うというよりも、むしろ昼

食を楽しむクラブでした。

1920 年、アメリカ、オハイオ州トレドYMCAの会

員担当主事は、YMCAに対する、YMCAのための奉

仕を中心目的とする「ランチョンクラブ」の設立を考

えるために 17 人のメンバーをトレド YMCA に招き

ました。クラブ設立の中心メンバーの一人は若き弁護

士、後に判事となるポール・ウイリアム・アレキサン

ダーでした。最初はこの新しいクラブを Toledo

YMCA に名前をとって「トリムカ・クラブ」と呼ん

でいました。後に「ワイズメンズクラブ」と名前を変

えました。1922 年 5 月、オハイオのいくつかのワイ

ズメンズクラブの数人が集まり、「ワイズメンズクラ

ブ・オハイオ協会」を設立しました。ポール・アレキ

サンダーが初代会長に選ばれました。1922 年 11 月、

ポール・アレキサンダーはアメリカ、カナダの 17 の

クラブの会を作りました。この 1922 年大会において、

「ワイズメンズクラブ国際協会」が憲法を備え、会費

を定めて設立され、役員が選挙されました。

カナダで最初に例会を開いたのは、1922 年、ブリ

ティッシュ・コロンビア州のバンクーバー・クラブで

した。しかし、ノヴァスコシア州シドニークラブが申

請状を最初に申請し、そのため 1923 年カナダで最初

の公認ワイズメンズクラブとなりました。アメリカ、

カナダ以外での最初のクラブは 1924 年、中国の上海

クラブです。それを契機にすべての大陸で多くのワイ

ズメンズクラブが作られ始めました。

ワイズ 50 周年の 1972 年、第 50 回大会はワイズ発

祥の地オハイオ州トレドで開かれました。大会で新し

い憲法が明らかにされ、代議員により承認されました。

1932 年、それは採択され、幾つかの重要な変更を伴

う新しい組織が作られました。国際大会と全区理事か

らなる国際評議会（International Board)はもはや政

策決定をせず、代わって7 つ（後に 8 つ）の地理的エ

リアを代表する 21 名の国際議員が政策決定者となり

ました。1973 年、国際事務局がスイスのジュネーブ

に移りました。新しい国際議員は、新しい地理的エリ

アから会員数の比率に基づいて選ばれる任期３年の

議員となりました。役員選挙は国際大会代表による投

票ではなく、郵便投票になったのです。女性が会員と

なることが認められました。

88 年後、2010 年には「ワイズメンズクラブ国際協

会」（別名：国際ワイズメン、または「国際Ｙサービ

スクラブ」は 70 カ国以上にクラブを有する世界の主

要な奉仕団体の一つとなっています。あらゆる区、地

域に歴史的な出来事、卓越したリーダー、多くのクラ

ブの設立の記録があります。あらゆる段階でヒストリ

アンが保存しなければならない重要な記録がありま

す。最も重要な記録の中のあるものはアメリカのミネ

ソタ大学におかれている「公文書館」に保存すること

が出来ます。そのような重要な記録は、あなたの地域

のヒストリアンに頼んで私の所に送って下さい。「公

文書館」に保存するように致します。

会員増強と維持啓発、Ｙサービスクラブ
の歴史

アメリカ地域会長

フィル・サマーズ

アロハ！

アメリカ・エリアのYサービスクラブの生き残りに

とって会員の維持と会員増強ほど重要なものはあり

ません。そのためには、メンバーシップ委員会の設立

を含む組織的な秩序ある取り組みが必要です。

その委員会は、それが会員の必要と願望にまだ関連

したものであるか否かを決定するために、クラブの活

動を検討するばかりでなく、クラブの全会員が参加す

るものです。反省のためにも、また新しい会員を入会

させるために、また現在の会員を刺激するためにも用

いることが出来る奉仕の歴史を提供するためにもク

ラブの活動を必ず記録するようにしなければなりま

せん。私は、クラブがその年度の最初に「会員増強と

維持・啓発」の目標の計画を立て、その年度にクラブ

が行う事業を確認するために戦略会議を開くことを

勧めたいと思います。周到な準備と計画の注意深くモ

ニターされた実施を通じて成功は訪れるのです。



- 4 -

台湾区理事メッセージ

イ・チュック・シュー

ワイズメンズクラブ国際協会台湾

区の最初のクラブは 1955 年、一団

の台北 YMCA の会員によって作ら

れました。その後、台北、台中、台南、高雄にもクラ

ブが作られ、当時は南東アジア区の中の一つの部とし

て関わっていました。1975 年になってようやく「中

華民国区」に昇格し、1999 年「台湾区」と名前を変

えました。2010 年 6 月 30 日時点で、台湾区は 4 部、

25 クラブ、総計 504 名の会員を擁しています。2010

～2011 年期、台湾区の MC 奉仕部門においては、各

クラブが次期会長を各クラブの MC 委員長に任命す

ることを強調します。その主たる理由は、次期会長は

1 年後には会長になるからです。彼は、MC委員長で

ある間に、その機会を利用して、MCに関わるすべて

の問題を解決するためにクラブの全会員、メネット、

家族さえも気遣い、更によりよく理解するように最善

を尽くすことを求められているのです。親密な関係と

相互理解を築き上げるこの年の努力があれば、彼はこ

の年また更に会長となる翌年の MC の目標を達成す

るのに確実に成功するでしょう。

ＭＣ（会員増強と維持啓発）

ラテンアメリカ地域会長

ヘクター・オルテガ・
サリナス

親愛なる兄弟諸君、この問題に関して皆さんと思い

を分かち合うことが出来、嬉しく思います。国際大会

に参加した後、ワイズメンズクラブに関わる仲間たち

という強固な基礎なしには、ワイズは存在する理由が

ないということが明らかになりました。ワイズメンズ

クラブ国際協会にとっては、国際協会のメンバーであ

るクラブがあり、そして、そのクラブはクラブの命と

なる会員で構成されているということを理解するこ

とは重要です。私は他のクラブとスカイプで絶えず連

絡を取っています。連絡はＥメールでも取ることが出

来、指導したり、両クラブの状況をチェックしたり、

質問や疑問に答えたり、各クラブに会員数を維持した

り、増員したりを促したりすることが出来ます。私が

お勧めするのは、仲間たちにいつも情報を知らせてお

くために例会の度ごとに短いトレーニングを持つと

いうことです。

（ラテンアメリカヒストリーチーム委員長として）

ヒストリアンの定義は関連する事実を年代順に記

録するとだと言われています。だから、それぞれのク

ラブから始めること、このワイズという組織に奉仕す

るために貢献した最も重要な出来事を含めクラブの

歴史を記録し、続けて区の、最後にエリアの出来事を

記録することが重要です。このすべての記録には、あ

なたのクラブ、区、エリアの特徴であったBF、TOF、

参加者名簿、写真などを入れることが出来ます。私は

自分のクラブでやってみました。数ヶ月かかりました

が、喜ばれました。人生は続き、歴史は書き続けるの

で、今度は実際の事実を加え続けなければなりません。

韓国中央区理事メッセージ

コー・キー・ナム

横浜での国際議会において、現

在のアジア・エリアから 2011 年 7

月韓国エリアとして拡張すること

が決定され、韓国のワイズメンは勇気づけられていま

す。これをはずみとして、韓国 5区が一致団結した新

韓国エリアが他のどのエリアよりも大きな会員数へ

と発展することを確信しています。今後は、目標を達

成するために今まで他に振り向けられていた資金と

努力をEMCに投資することが出来ると期待していま

す。これを成し遂げてくれたワイズのリーダーの皆さ

んに感謝致します。

編集者コラム

国際 PR 事業主任

ジョーシー・ジョゼフ

9 月の強調月間と関連して、藤井

国際会長は地域、区、部、クラブの各レベルで、歴史

を記録し、また更新するためにヒストリアンを任命す

ることを強く望んでおられます（もし、まだそうして

おられなければ）。そうすれば、地域、区、部、クラ

ブは後任のリーダーたち、新入会員の役に立つような

地域や区、部、クラブの歴史を持つことが出来るよう

になるでしょう。

10 月の強調： クラブ拡張、ＹＥＳ、,国連
発行者： 国際会長 藤井寛敏
編集者： ジョーシー・ジョゼフ 国際 PR 事業主任


