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私たちは、また、新任の国際事務局長・西村隆夫さん（ニ

の最初の頁を、直前国際書記局長（ISG）ロランド・ダルマ

シさん）と久美子夫人を、熱烈に歓迎しています。国際書

スさん、グロリア夫人との、別れを惜しむページとしまし

記局長の任務を引き継ぐことは激務です。しかしニシさん

た。ご夫妻は、10年の長きに亘り熱烈なお働きを世界のワ

を、素晴らしいコミュニケーターとして、またワイズメン

イズダムに捧げてくれました。私たちは皆、お二人がワイ

運動のあらゆる領域において格別の識見をお持ちの方であ

ズ運動の発展のために全身全霊を捧げてくれた熱情を、強

ることを、私たちは広く世界のワイズダムにおいて、よく

く記憶に残しています。ご夫妻は故郷のウルグアイに帰ら

知っています。

れますが、末永いご健康とお幸せを心から祈っています。
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国際会長から

いざ立て

編集室だより
国際会長 藤井 寛敏

ワイズメンズワールド編集長
アラン・ウォーリントン

一連のイベント（国際会議、国際ユー
ス・コンボケーションと国際大会）は、

編集長として私はユースに対して示

この夏 7月の末から 8月の初めまで日本

された皆さんの善意に感謝したいです。

のワイズメンがスパイスをきかせて、大

彼らの熱意を示す一連の記事。36のワイ

成功に終わりました。私は、皆様に心か

ズユースクラブ（Ｙ３）に 900人以上の

ら感謝します。

メンバーがいます、そして、彼らから 7つの記事を本号に提

国際会議 2010は、国際執行役員とＬＴ指導者研修も含め

供して頂きました。

て大きな成果を得て 4日間の業務を終えました。詳細は後日

ワイズメンズ国際協会は 32,000人以上のメンバーと 1,600

議事録で見てください、最重要議決の 1つは新しい韓国地域

以上のクラブがあります、そして、私は 9つの記事を受けま

の承認でした。私は韓国のワイズメンに祝辞を述べ、彼ら

した。私は、多くのクラブが他のクラブに伝えることがで

が国際ワイズメンズ組織の発展のために大いに力を使い続

きる面白いプログラムと効果ある資金集めをもっているこ

けることを願いました。

とを知っています。このような良い話を記事にして送って

もう一つの重要な決定は『Towards 2022』の設定です、

ください。英作文は気にしないでください、記事にするの

『ビジョン 2022』と同調して成長と確信をもって前方に進

が私の仕事です。私を驚かせるくらいに投稿して、記事を

む計画です。今年は、ワイズイメージの育成、エリア再編

選ぶのに困らせてください、次回のＹＭＷにはあなたのク

とユース事業に関するタスクフォースと協力して我々の組

ラブの記事が幅をきかせますよ。

織、活動と将来計画を再考して、2022年に我々の行動の 100

その方々の投稿がなければ、空白のページができたかも

周年記念日頃に現代の社会の挑戦に取り組む組織として生

しれないので、投稿してくださった方々に感謝いたします。

まれ変わるために行動を始める最初の年です。
ワイズの歴史で最も規模の大きい国際ユースコンボケー
ションは、29カ国からほぼ 150人の若者が参加し、富士山の
麓で開かれました。国際ユースコンボケーションは、ユー
ス自身によって計画されて、実行されました。１日目の環
境問題の提案と最終日のユースの報告で彼らの将来に対す
る優れた感受性と新しい認識を明確に見せてくれました。
我々は、ユースの積極的関与は変化する社会と協調して我々
の組織を再構築する際に不可欠であると再確認しました。
第 69回国際大会は、1,400以上のワイズ、メネット（海外
から多くを含む）の参加による非常に実りの多いものでし
た。私は、大会のテーマを「『いのち』未来への継承

―

私たちの地球のためにー」はさまざまなかたちですべての
プログラムに反映されて、テーマの重要性を参加者に単純
明快に伝えることができたと確信しています。私は、大会
テーマが、我々ワイズが地球市民として生きてゆく運動の
記念すべき出発点になったと思っています。変わりゆく社
会に合わせたいという我々の願望と決意の宣言です。

ワイズメンズワールド
２０１０/１１年度 第１号
発行者： 東日本区理事 松田 俊彦（東京）
西日本区理事 仁科 保雄（京都キャピタル）
国際編集長 Allan Wallington
日本区翻訳・編集責任者 村野 繁（東京目黒）
日本版翻訳者 奈良昭彦（名古屋グランパス）
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『明日への橋を架けるためにワイズ 100年を迎える 2022年
に向かって心新たに立ち上がろう』
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横浜国際大会 2010 国際書記長報告
「いのち」未来への継承−私たちの地球のために−

2010 国際議会

ワイズメン第69回国際大会
パシフィコ・ヨコハマ

2010年8月5日−8日

8月、日本のワイズメンの皆さんが、私たち海外からの参

国際書記 ローランド・ダルマス
2010の国際議会は、本年 8月初め横浜で開かれました。二
つのテーマが主要議題でした。

加者を、実に熱烈な歓迎の思いを込めて、横浜に迎えてく

a）「ヴィジョン 2020」は「ヴィジョン 2022」に変更され

れたのでした！

ました。その理由は 2022年にワイズメン運動が 100周年を

会場のドアが開いたその瞬間から、段ボール厚紙手製の

迎えるからです。創設以来 100年を迎える私たちのヴィジョ

エコ山高帽を被ったマーシャルたちが、喜色満面に、国際

ンはどうあるべきでしょう ? その目標に向かって、テーマ

大会をスムーズに進行させる素晴らしい働きを随所に見せ

を「2022に向けて」に変更、国際議会は、この新しいテー

てくれました。大会の会場ホールは十分なスペースを備え、

マを承認しました。この目標に向けて、2022年までに準備

必要なもの全てを満たし、広い売店ホールでは友だちとの

が進められます。

会話も弾み、ワイズマーク入りの珍しい物品も数多く準備
された素敵な売店揃いで、楽しく賑わいました。
開会式は、クリスチャン・フラッグの行進を先頭にワイ
ズメン・フラッグが続き、聖書とギャベルが入場して始ま
りました。伝統のフラッグ・セレモニーは、加盟ワイズメ
ン各国の国旗が、ワイズメンズクラブの会員数が詳しく紹
介されるなか、ステージの上段に向けて行進が厳粛に続け
られました。

b）韓国エリアがアジア・エリアから独立し、新しいエリア

この荘厳な開会式に続いて、4日間の週末は瞬く間に過ぎ

を構成することが承認されました。新しいエリアの誕生は、

ていきました。数々の興味深いスピーチ、日本式のお食事、

私たちの運動が全世界でさらに力強く、拡がりを見せてい

盆踊りの素敵な飾り付け、太鼓のリズムと歌や踊り、そし

ることを示しています。2011年 7月より、6,000名を有する韓

て東京や横浜の観光訪問などなど。

国エリアの誕生です。韓国エリアとアジアエリアの国際議

国際会長や役員の公式な就任式が行われ、そしてワイズ
ダム最高の栄誉であるバランタイン賞が日本の奈良信ワイ

会の議員の選出手続きがすでに始まっています。国際憲法、
文化的側面を考慮した議論に進展がありました。

ズに授与されました。本職は建築家の奈良信さんは 1954
からのワイズメンで、1976～ 79年度に国際議員（Council
Member）を務めています。彼は 60もの教会や YMCA施設
を含む 600以上の建築を手掛けました。彼の父・奈良傳氏
は、日本のワイズメンズクラブの創立者として知られてい

「特別の記念行事」
ハワイ・イースト・カウアイクラブ、D. シュルツ

ます。そして、この奈良傳氏もまた、1966年にバランタイ
ン賞を受賞しているのです。
大会の最後の日、国際書記局長ロランド・ダルマスの退

ワイズのように 90年以上の歴史をもつ団体では各クラブ
でいろんな記念行事があります。

任を惜しみ、併せて“ニシ”として知られるニシムラ・タ

YMWで、これらの各クラブの祝いごとを載せるには多す

カオ（西村隆夫）国際書記局長就任歓迎の式が、実に感動

ぎます。しかし、ハワイのイースト・カウアイ・クラブの

的に執り行われました。この充実した国際大会の締めには

60周年記念の場合は、少し違っていました。今年 7月 13日

打ってつけの素晴らしい記念の儀式となりました。そして

に、地元テレビでカウアイ市議会の主催のプログラムがあ

私たちは、2012年ノルウェー国際大会への参加に備えて、

り、三笠、小野氏を含め 19名の会員（2人のチャーターメン

貯金を始める時をいま迎えているのです。

バーを含む）が表彰されました。表彰理由は、地元で 60年
にわたるボランテアー活動をしてきたことです。川上氏を
含み７名の市議会議員が、同クラブの奉仕活動を讃え、宣
言書に署名、その宣言書のコピーが、ワイズメン一人一人
にわたされました。
これこそ掲載するのに値する画期的なことです。

心新たに立ち上がろう

3

各地からのニュース

「クリスチアン・エンファシスの
強調の仕方」
ノルウェー・ホーテン・バレー・クラブ、L. ボデン

あるクラブのＣＳ
マレーシア・イポ・ワイズメンズクラブ

K. レッチマナン

これは、マレーシア・パハン・キャメロン高地に住んで

今年６月、ノルウェー区は、クリスチアン・エンファシス

いる 44歳のナマシバヤンさんの物語です。彼は結婚して 6

強調の第二回セミナーを開きました。私たちの運動で、キリ

人の子持ちです。彼はビュルガー病（塞栓性血栓血管炎）

スト教は重要な位置を占めています。この集まりでヨーロッ

にかかりました、そして、彼の両足は 2003年に切断されま

パの各区で、「キリスト教精神強調」（東日本区では「ワイ

した。2004年に、イポ・クラブメンバーは、彼の状況を日刊

ズ理解」、西日本区では「キリスト理解」と称しています）

紙で読んだ後に彼を訪ねるために、イポからキャメロン高

をどのように実践するかについて、多くのよいアイデアが出

地（120km）まで旅行しました。クラブは、彼の財政的な負

されました。各クラブで実践するためにノルウェー区は、パ

担を少なくするため若干の金を寄付しました。彼の妻はパー

ワーポイントを含めた資料を英語で作成しました。素材は英

ト仕事をしていました、そして、これは家族の支出をかろ

語で作成されていますが、翻訳しさえすれば、他のエリア、

うじて賄っていました。

区でも活用することが可能です、是非、ご利用ください。
下記、Website からダウンロードが可能です。
www.ysemeneurope.org

インドの主要な新しいプロジェクト
インド中央西区 RD

V.A. タンカチャン

『健康は、富です』ということは皆が知るところです。人
生には不確実性が支配しますが、病には現在証明されている
治療を選びます。ガン治療は非常に高価です。かくして、保
険をかけて治療を受けられる体勢を採るのではないでしょう
か？

マレーシアの保健省の助けを借りて、彼は 2008年に義足
を付けていました。現在、彼は立ち、歩いて、階段さえの

そういうわけで、インド中央西区では 2010/11 年度の主要

ぼることができます。彼は、キャメロン高地地域に新聞配

なプロジェクトとして、ガン介護と医療保険（終身のガン治

達して生計を立てることができるように特注のモーターバ

療）を取り上げました。我々は政府監督の下で登録された協

イクを買ってほしいとクラブに訴えました。

会でインドの主要なガン治療センターのトリバンドラム地域
ガンセンターと提携しました。

我々は資金を匿名の女性から得て、7,000リンギット（約
16万円）で、車両（特注バイク）を購入しました。ごく最近、

困窮線の下で生きている人々ではそんな治療を受けること

ナマシバヤン氏は、彼の妻と親友とでイポまで旅行しまし

は彼自身と彼の家族が工面できる小額の資金では不可能で

た。クラブ会長（タン・ヨク・チェ）はクラブメンバー立

す。大抵は彼らの持っているものすべてを売らなければなり

会いのもと車両（特注バイク）を彼に贈呈しました。

ません、その結果彼らは放置され、途方に暮れています。こ
の痛ましい状況は、かれら個人の努力範囲外のものです。
我々の狙いは、このような人の保険にするために各々のワイ
ズメン 3,500 人から 1,000 ルピーを集めて 3,500,000 ルピー（608
万円相当）の資金を作ることです。我々は、この趣旨を記し
たチラシの配布を彼ら被保険者に配布しようと有名なパーソ
ナリティを誘って区内にある 12 の異なる重要なセンターで
配布する予定です。これは確かに我々の組織の広報になり、

ご存知でしたか？
新国際書記長の
ｅメールアドレスは以下の通りです
＜ isg@ysmen.org〉

かくしてワイズダムのイメージアップに繋がります。
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YMCA 関係

変化の多い世界での活動

報を 31 のクラブに伝えることです。
2009 年―2010 年には、二つの YMCA が若者の生き方に

ISD ASF ジェニファー・ジョンズ

関してとても有効なプログラムを行いました。北コロンビ
アの首都バランクイラの YMCA とトリマ州のイバグーと

オーストラリア、アデ

レリダの YMCA です。若者を対象のリーダーシップトレー

レードの中心街より数キ

ニングです。ここで、若者がコミュニティーに対する働き

ロ離れたウオーカービ

かけを学ぶのです。若者がリーダーシップを習得すると、

ルにあるインナー北東

コミュニティーの中に積極的に入ってゆき、実行可能な企

YMCA で エ マ・ ビ ー ト

画を探し出してきます。そして自らがコミュニティーでの

ンは主事として三年目に

生き方の質を高めることができるのです。

なります。エマはヴィク

この TOF プロジェクトの目的は、学業から落ちこぼれ

トリアのバララット大学の学生であった時に YMCA 活動

た若者にチャンスを与え、路上密売等の仕事から救い出

に参加し、この 3 年間はウオーカービル YMCA の総主事

し、キリスト教に基づくユースの強い組織を作ることで

を続けています。

す。このコミュニティー・プロジェクトで、若者は自己を

この YMCA は、年間を通して様々なプログラムを展開

発見します。そして教育的、健康的なコミュニティーセン

しています。その中には料理教室、フィットネス、ジムと

ターを作り上げ、公共の施設として発展させ、「家族」に

アフタースクールなど。他のコミュニティー・グループ

対する支援を行う場所として作り上げてくれるでしょう。

が Y の施設を使ってバスケットやフィットネス、その他の

このプロジェクトに関わった若者は、自分が住むコミュニ

健康関連事業を行っています。他に室内サッカー、スカッ

ティーに対する責任感が育まれ、このプロジェクトに、さ

シュとウエイト・リフティングも提供しているクラスもあ

らに多くの若者を集めてくれることを私は希望し祈りま

ります。よちよち歩きの子供から高齢者と、週平均 1500

す。

人の幅広い利用者数に対してボランティアを含めたスタッ
フは 50 名から 60 名です。

将来、この若者たちがコミュニティーのリーダーになる
ことでしょう。考えただけでもわくわくします。ワイズメ

エマと理事たちは、YMCA 施設のこの変化の時代に合っ

ンクラブはいつも子供や若者に手を差し伸べてきました。

た利用方法として、オーストラリアに移住者を対象とした

多くのコミュニティーに於いて、若者に対する支援が望ま

「強い生き方」地域プログラムや、高齢者対象の長生き健

れています。皆さん、あなたの周りを見渡し、TOF で出

康プログラムを展開しています。

来る若者のプロジェクトを探してみませんか。

エマはいつも前向きで、明るい雰囲気を職場にもたら
してくれます。そして YMCA センターにやって来る人だ
けでなくスタッフにも最大の配慮をしてくれます。ワイ
ズクラブメンバーとしては、エマを含め若いスタッフが
YMCA で満足して仕事ができるように支援しています。

私たちの環境
国際協会環境委員長コリン・ランビー

ワイズメンズ国際協会が提供しているアレキサンダー・ス
カラシップ・ファンド（ASF）は、エマのような YMCA

「私たちは環境の変化と資源の有限性が人間生活への真の

スタッフに研修の機会を与え、その結果、コミュニティー

脅威になっていることを認識します。会員は皆、態度と行動を

に寄与するために必要な技術を身に着けることができるの

もってその影響を最小限に抑えるよう奨励されています。ワイズ

です。

メンズクラブ国際協会は 2010−11年度からカーボンニュートラ
ル（温室効果ガスの排出量と排出削減・吸収量とがイコールで

タイム・オブ・ファスト（TOF）と若者
リリアン・ポーター

ある状態）を実現することを誓います。」
これは国際大会 2010参加者が賛同した環境宣言文です。
この宣言は、国際協会が役員・議員の旅行によって発生し

RSD TOF

た温室効果ガス (GHG)に対し責任を取る、と言明します。国

パシフィック・サウスウエスト区、USA

際協会はカーボンニュートラル実現のための手段 (カーボン
オフセット )に投資する予算を計上しました。各クラブはこ

私の仕事は、アメリカ、パシフィック・サウスウエスト

の基金に応募して、自クラブ・YMCA・地域社会で GHG放

区の TOF 主任として毎年 TOF で行う新プロジェクト情

出を削減するプロジェクトに取り組むよう奨められていま

心新たに立ち上がろう
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PR
す。その実施例の詳細が国際協会のサイト www.ysmen.org

は小さいポスターを着けました。通行人にも、身の回りのゴミを

の ｢環境 ｣の項に載っています。

拾ってくず入れに捨てるようにと呼びかけました。教師たちにも

国際協会は今までに、ある YMCAキャンプの電気暖房に
タイマースイッチをつける費用をこの基金から拠出しまし
た。それにより節約される電力が温室効果ガス削減をもた
らします。

このゴミ拾いに加勢するよう頼みました。なかなか格好良い催
しで、学生たちの評判は上々でした。
イフェ・ワイズユースクラブはこのプロジェクトを催すため資
金を集め、ゴミ袋を買い、ポスターを作りました。成功裏に終え

写真は YMCAキャンプワイウナのアンドルー・キッド所
長と電気暖房に取り付けたタイマー。

たことを嬉しく思い、部のユース代表ドゥペ ･ ボラリンワとユー
スクラブの仲間の働きに賞賛を贈りたいと思います。

新聞報道は素晴しいＰＲです！
セントラルコースト・ワイズメンズクラブ
クリス・ラーセン（オーストラリア）
オーストラリアのセントラルコースト・ワイズメンズクラブは、
新聞社の「あなたの物語を聞かせてください」という特集記事
を見た時、すぐ地元の新聞社と連絡を取りました。インタビュー
の手はずが整えられ、翌週、紙面の 4 分の３を占める記事が
「セントラルコースト・エクスプレス･アドボケイト紙」の紙面を
飾りまし
た。多く

ゴミを拾ってきれいに緑に

の方々が
その記事
に応えて

アフリカ地域ユース代表フォラ・アジョマレ

連絡を下
私たちは、イフェのワイズユースクラブと AIESEC(1948 年

さり、私

に創設された青年自立支援の国際組織 ) とが実施した「ゴミ

の考えで

を拾ってきれいに緑に」キャンペーンの成功を誇りに思います。

は少なく

このプロジェクトは、環境保全取り組みのために中国からここ

とも２人

ナイジェリアに来ている AIESEC 研修生と私との会話から生

の入会候

まれました。

補 者 が
いると思
います。
「セントラルコースト・エクスプレス･
アドボケイト紙」のご好意により転載

地域奉仕は素晴しいＰＲです！
ＰＲ国際事業主任

ジョーシー・ジョセフ

私たち両組織は協力してこのプロジェクトに当たり、今年 9
月 8 日イレ・イフェのオバフェミ･アウォロウォ大学周辺のゴミ

地域奉仕はワイズの最も公衆の目に触れる顔であり、また最

拾いを実施しました。ゴミを拾いながら、私たちは学生に不法

も効果的なＰＲの手段です。国際議会は最近各クラブに有益

投棄から起きる危険について語り、彼らを啓発しました。胸に

な地域奉仕を通じて地元におけるイメージを向上させるように
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ロシアと大阪の交流
要請するという決定しました。地域においてワイズの可視性が

話をしてくれました。朝食、茶事、着物（浴衣）の着付け、

望ましい水準に達していないということが主要な憂慮の一つで

女性メンバーのための日本舞踊指導 - これら全てを通して、

す。我々ワイズメンは献身的な社会奉仕活動する者たちの組

日本文化を親しむ事が出来ました。伝統的な客人への表敬

織として世人の目に触れなければならないのです。私たちのク

である茶事は、心に響くもので、荘厳でまた感動的なもの

ラブが行う奉仕に引きつけられて立派な奉仕の志を持つ人々 /

でした。

ボランティアがやって来て、私たちワイズメンの輪に加わってく

お茶事の後、男性たちはホールへと移動し、そこで私た
ち女性メンバーが扇を持って（にわか仕込み）の日本舞踊

れるでしょう。
地域奉仕はそれぞれの地域社会のニーズに応じて計画しな

を披露し、大喝采を受けました。夜行バスの旅で疲れては

ければなりません。皆さんがその特定の地域社会でどのような

いましたが、一生懸命に目を開き、あくびを我慢して頑張

形の活動を行うべきかを決定するまさにその人なのです。殆ど

りました（ワイズメンであるという事は、困難に打ち勝つ

のエリアで受け入れ可能な父子を２，３お教えさせて頂いても

という事です）。中華料理店で昼食を頂いた後、日本のワ

宜しいでしょうか。

イズ仲間が、私たちをそれぞれのホスト・ファミリー（大
阪河内クラブ、大阪泉北クラブ、大阪西クラブのメンバー）

困窮している人々に宿泊所、衣服、食事を提供して貧しい人々

と引き合わせて下さいました。

を助ける飢饉、地震、旱魃、洪水その他の自然災害の被害者を

エカテリンブルグ第一クラブの 5 人は、日本のお父さん

助ける老人ホーム、病院、子供の施設などを訪問して入居者と

である大阪河内クラブの望月強さんを主（あるじ）とする

語り合う。そのことが入居者に喜びと慰めと平和を与えます。彼

最も大きな「家族」となったのでした。その日、ホストは

らはしばしば孤独で友達もいませんから。

大阪城への素晴らしいエクスカーションを企画してくれま

そのようなプロジェクトの場合はお金をかける必要はありま

した。7×6 メートルもある巨大な石を含むなだらかな石

せん。結果は両者にとって満足のいくものになります。孤児院

垣、そして二つの幅広いお堀（一つは豊かな水で満たされ

や恵まれない人々、異なった才能を持つ人々、困窮している慢

た）を想像できるでしょうか ?

性病患者に対する経済的支援もまた奨励すべきです。もし可能

このお城は 16 世紀に建造されたもので、将軍家の権勢

ならば、末期病患者や寝たきり患者のための緩和ケアも真の人

をもってはじめて完璧に築造されたと言わなければなりま

道主義的奉仕として考慮してもよいでしょう。恵まれない文盲

せん。どこもが見事に整備されており、周囲の庭園は素晴

の人々が住んでいる所では、ワークショップや意識向上クラス

らしく、一本一本の松や杉がそれは美しいのです。

を行うことが出来ます。文盲の人々に対する識字教育、環境保

翌日は、日本の最初の都（760AD）である奈良への旅で

護、禁煙カー/ カーボン・ニュートラル・ゾーンも実施すべきです。

した。奈良公園の中にある東大寺大仏殿は世界最大の木造

ワイズの伝統的なプロジェクトである「タイム。オブ。ファースト」

建築物だそうです。巨大な釈迦の像は青銅製です。仏像は、

と ASF も立派なプロジェクトです。

それを見る誰もに強い印象を与えます。とても崇高で素晴
らしい。

ロシアと日本の友好 −
大阪がその真価を発揮しました
ニコライ・セローフ および イリーナ・ママーエヴァ
（エカテリンブルグ第 1 ワイズメンズクラブ）
第 69 回横浜国際大会の終了後、私たちは大阪で大歓待
を受けました。親切な日本のおじさん、伊藤圭介さんが、
お孫さん達と共に、エカテリンブルグおよびサンクト・ペ

大阪に戻って後、私たちは大阪河内クラブの 35 周年記

テルスブルグのクラブからの 24 名のグループに随行して

念祝典に招かれました。パーティーはスピーチと贈り物と

下さり、私たちは一晩かかって横浜から大阪にバスで移動

ダンスと音楽にあふれ、われらが女性メンバーもまたロシ

したのです。

アのダンスとゲームを披露して会を盛り上げたのでした。

翌朝（8 月 9 日）6 時に、私たちは金光教玉水記念館に

私たちの次の旅行地は京都−日本の第二番目の都であり、

着き、そこでホスト・ファミリーの皆さんが出迎えてお世

大阪から 60 キロほど−でした。京都での主要な観光地で

心新たに立ち上がろう
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ユースコンボケーション印象記
あった金閣は、金箔で覆われた 4 層の仏舎利塔で、金色の

ペルー IYC 代表 リカルド・カルデナス

鯉が泳ぎ、いけばなのように樹木が植えられた小島のあ
る池に囲まれています。その美しさは素晴らしいものでし
た。樹木も、岩屋も、滝も…。

デンマークの国際ユース・コンボケーションが終わった時、私
は「この素晴しい経験をするためにはもう 2 年待たなければな

そして、われわれの日本の家での最後の晩餐の時。私た

らないのだ」と思ったものです。この 2 年はあっという間に過ぎ

ちは数々の歌を日本語で唄い、またロシア民謡「カチュー

去り、この運動についてもっと多くのことを知って私は今一度新

シャ」を一緒にロシア語と日本語で歌いました。お土産や

しい国際コンボケイションのお手伝いをすることが出来ました。

贈り物を交換し、私たちはホストをロシア料理でもてなし

私にとってそれは畏怖の念を起させるようなものでした。日本で

ました。友人の田中さんは皆をハグして回りました。これ

のこのコンボケーションは特別なもので、本当に忘れがたいも

こそ、異なった民族の魂のふれあい、良きワイズメンの心

ので、私に自分がワイズメン国際協会というこの組織の中にい

の交流です。

るのだという思いにさせてくれました。それは驚嘆すべきことで

翌日、大阪を離れるにあたって、私たちは「さよなら」

した。それぞれのエリアの様々の環境の問題について意見を交

ではなく「また直ぐに会いましょう」と言ったのでした。

換すること、私たちの運動の新しい方針について協議すること、
指導体制について話し合うこと、そしてそれぞれのテーマにつ

変化をもたらし、変化の担い手になれ！
直前ユース・インターン

パスカ・キヌシア

いて結論を得ること、そのことがこのユース・コンボケーション
を一味違ったものにしてくれました。私はこのコンボケーション
の参加者一人一人を決して忘れることはないでしょう、皆それぞ
れにいろんな点で特別の存在だっただったからです。私はノル
ウエーで 2012 年彼ら皆に会うのをもう待ちきれない思いです。

今回の国際ユース・コンボケイションもまた成功裡に終わりま
した。しかし、第 13 回 IYC は多くの点で実にユニークなもの

ペルー IYC 代表

グスタボ・マルチネス

でした。凡そ 30 カ国からの 150 人の参加者があり、最も多様

私にとって横浜ユース・コンボケーションは非常に自分を充実

な国々からの代表参加があった IYC で、その上、参加者は 1

させてくれる経験で、愛と意欲を実感ずることが出来る楽しい

週間の間に 2 つの違う場所に滞在したのです。

時に満ちていました。その愛と意欲が、私たちに自分の目的を

この IYC は間違いなく今までで、最も成功した IYC のひと

成し遂げるために戦い続け、またそれぞれがその途上で経験を

つでした。そしてそれはまた新しい始まりとなりました。出席し

学び続けさせてくれるのです。私の記憶に残っているのは私の

たユースのすべては自分の国に帰った時、環境事業を実施する

新しい友人たちと分かち合ったあの瞬間、彼らの笑い声、彼ら

約束をしたので効果的なものになりました。私たちは行動を約

のハッグ、そして私たちが私たちを隔てる距離にも関わらず揺る

束したユースなので、帰国するのを待たずに環境事業を開始し

ぐことのない友情を鍛え上げたあの 1 週間の活動、なのです。

ました。日本チームが IYC の参加者の先頭に立って 8 月 5 日
木曜日、
「打ち水」という事業に参加したのです。
「打ち水」と

ラテンアメリカ地域 CS 事業主任

は庭や通りに水を撒き、周囲を冷却して、冷房の電力使用を減

ダニーロ・オリビエラ

少させようとする日本のならわしです。

私はたった今、日本の 2010 年 IYC から戻ってきたところで

「平和の文化を築き上げよう」という10 年プロジェクトが最

す。イベントの素晴しい構成、温かい歓迎、質の高いリポートと

終的に終結し、
「結核をくい止めよう」という新しい地球的な新

フォーラム、ユースリーダーたちと一緒に活動する機会、国際執

しい地球的なプロジェクトを取り上げられたので、このユース・

行役員や国際議員との接触、はユースコンボケーションへの私

コンボケイションは新しい始まりなのです。このプロジェクトは

の参加を忘れがたい活きた経験と一生を通じての友情の確固

赤十字と共同で行われます。ユースは熱狂的にこれを支持して

たる基盤としてくれました。私はワイズメンズクラブ国際協会で

います。

将来リーダーとなる責任を負いたいと願う全てのユースにユース
・

ユースの最近の趨勢から判断すると、私たちユースも今や成
年に達したように思われます。私たちが「変化を起こし、変化

コンボケイションに参加することを心から勧めます。2012 年のノ
ルウエーの IYC2012 への出席は逃すべきではありません。

の担い手になろう」と努める時、第 13 回ユース・コンボケイショ
ンで誓い合ったプロジェクトで語り合ったことを必ずや実践す
ることでしょう。
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ワイズメネット

忘れえぬ経験

メンやワイズユースに感謝の言葉もありません。私には沢山の
友ができ、この世界を少しでもよくしようと考え、私達に期待を

ロシア・エカテリンブルグ、リフェリ ワイズメンズクラブ

かける指導者であるワイズメンを決してがっかりさせない決意

ヴァリア・ヴォチコヴァ

を共有しています。 私達は、今回の大会の標語「変化させ変
化しよう」を決して忘れてはなりません。

8 月 2 日から 8 日に日本で開催された 2010 国際大会は私に

次に皆に再会し、今回のやったことの成果を確かめ、また将

とって初めてのユースコンボケーションであり、かつ、私の人生

来に向けた新たな計画を立てることができるノルウェーでの国

で、もっとも忘れえぬ経験であったと申せます。 私は、常日頃

際大会まで２年待たねばなりません。 2012 年にはノルウェー

から、私の人生に起こること、例えば、仕事、楽しみ、学び、休

で会いましょう！

息等などは均衡の取れたものであるべきと考えていますが、今
回の集まりは、これ等全ての要望を満足させるために計画され
たものであることを確信しています。 これは正にユニークな集
まりで、約 30 カ国の国々から 150 人の若者が集い、大変光栄

ワイズメネット

2010
藤井祥子ワイズメネット ID

なことに私もそのうちの一人となることができました。 今回の
大会のトピックスはエコであり、大変関心を持って、異なる国々
の環境問題について学び、若者達の考えを聞くことが出来まし
た。

私 の 任 期 の テ ー マ は ワ イ ズ ソ ン グ (Once More We
Stand) から引用した“Our Love, We Bring”としました。

すべての参加者は IYC 参加に当たり予め与えられた宿題を

それは我々が何か行動する時思い起こすべき最も重要なフ

行うことが求められており、私達は、自分達の地方における環

レーズだと思うからです。またワイズメネットが他の人の

境問題に関する情報収集と、環境改善の実現に私たち若者に

ために何かをしてあげることができるとすれば、我々の愛

何が出来るかの提案を準備しました。 同じ地域の参加者達

を持って行動することが一番大事であるからです。今後２

は、ポスターを作製し、地域でなすべき行動計画を提案しまし

年間の私の任期中はこの“Our Love, We Bring”のフレー

た。 私達ヨーロッパ地域では、｢ みどりの日々｣ の考え方に合

ズを念頭に置いて活動していこうと思います。

意しました。 これは、ワイズメンやユースが野外清掃の励行を

2010 − 2012 のメネット国際プロジェクト：

促し、私たちの自然と環境に対する日々の保護を促進するもの
です。

下記の国際プロジェクトが私の任期中のプロジェクトと
して選定されました。
1. ナイジェリア、エルワキャンプへの上質な水の提供
30,000 米ドル
2. ロールバックマラリア（ワイズメンの５カ年 UGP の
支援）
任期中の行動計画
・ワイズメネットクラブの登録を促進する。
特にインド、アジアエリアでは殆どのワイズメネットク
ラブが登録されていない。
・登録メネットクラブのメンバーに対しては国際会費（メ
ンバー一人に対して 2 スイスフラン）を支払うよう促す。

大会中を通し、全ての講演や発表は、私たちが地球の問題
や種々の文化やお互いについて学ぶために完璧に準備されて
いました。 たった一週間の間に私は数多くの新しいことを知
ることができましたが、もっと大切だったのは、本当に素晴らし
い人たちに出会うことができました。IYC2010 を通して最も素

この会費が国際ワイズメネットの活動資金となる。
・世界中でシスタークラブの締結を促進するように働きか
ける。
・国際プロジェクト及びファンドの財務報告書をメンバー
あてに発送する。

晴らしい思い出は、皆が自分たちの国の文化を表す出し物をす

・ワイズメネットクラブと地元 YMCA との関係を調査する。

る「カルチャーナイト」でした。これは、私達みんなが、それぞ

・ワイズメネットマニュアルの改訂を行う。

れ世界の多くの文化に接する素晴らしい機会であり、しかも心

・各クラブの参考のため、キャロル直前 ID とシャーリー

より楽しみました。 IYC の期間中、私が出会った人々は本当

直前 ISD 作成の 2009-2010 年度の活動報告書を各クラブ

に特別で、そのような素晴らしい機会を私に作ってくれたワイズ

に配布する。
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素晴らしいワイズダム

古着ファッションショウ
デンマーク ハマー・ワイズメンズクラブ

日本での特別な経験
デイブ・ホール、オタワ Y サービスクラブ、カナダ

カール ヘルツ＝ジャンセン
オタワYサービスクラブのマーガレット・ホールとジョーン
・ウィ
世界のあちらこちらで、衣類をリサイクルして基金を積むため

ルソンは、ワイズ精神を通じて旧交を温め、新たな友人を得る

の古着店又はチャリティーショップを見ることができます。私た

ことによって国際大会で素晴らしい時を過ごしました。
二人は、

ちデンマークのハマー・ワイズメンズクラブはこの古着店の考え

ワイズの方々との交流を続けながら京都、東京に旅行し、仙台

方を更に一歩進めました。 私達は、それを「古着ファッション

へと至りました。そこではジョーンが 14 年前にホームステイを

ショー」と呼んでいます。

して差し上げた一人の先生のお宅に滞在しました。ところが仙

ボランティアのモデルが私たちの古着ショップの古着を着て
登場することでそれは始まります。活動センターやケアセンター

台での観光の初日にマーガレットに事故が起こったのです。彼
女は滑って転び、足を数カ所骨折してしまいました。

で、一、二時間を費やして行います。ボランティアの一人は、モ
デルが、ステージ、といっても観客が座るテーブルの間の通路
ですが、
に登場するごとに説明を行います。 ショーの最中、
コー
ヒーや紅茶のサービスがあります。

マーガレットに事故が起こったことで活動は制限されたので
すが、そのことで友人や仙台という町に対する愛情が深まるこ
新着の古着すべてを紹介するためにモデル達は1,2 度ステー

とになりました。マーガレットとジョーンは、自分達に差し伸べ

ジに立ちます。説明者は、ドレスの種類、モデル、デザインのタ

られた多くの人達の支援、取り分け最初の困難な一週間に差し

イプとデザイナー、それから勿論のこと、ドレスやその他の付属

伸べられた支援にとても感激しました。ジョーンの友人である

品の驚くべき安い金額につき説明を行います。ボランティアた

佐山富城さんと奥さんの晃子さんは、日夜を問わず病院での看

ちは、少しでも本物のモデルに見えるよう、ちょっとだけ訓練を

護の為に彼らの時間を全て犠牲にして付き添ってくださいまし

受けました。

た。仙台ワイズメンズクラブのメンバーが、この問題を聞き付け

これは、ちょっとしたおかしさもある楽しい午後あるいは夕

て支援の為に英語の話せるメンバーを派遣してくれました。そ

べのひと時です。 年数回開催される古着ファッションショーで

の中の清水弘一ワイズは、少なくとも一週間、毎日日中に病院

は、毎回、参加者にワイズの活動や寄付について話をし、ショー

で付き添ってくださいました。仙台青葉城クラブ会長の加藤重

終了後の販売によってもう少し多くのの利益を上げることがで

雄ワイズが駆けつけて、ある晩に仙台ワイズメンズクラブ合同

きます。

例会にジョーンを連れていってくれました。

この小さなお店を運営することで、私達は地域社会の中で

マーガレットは三週間以上も入院を余儀なくされましたが、

目立つことができ、ワイズの活動やエンブレムがより知られるよ

彼女の手術が無事終わった時は、ジョーンの帰国の時でもあり

うになりました。 古着店があげる利益の全ては、ワイズのプロ

ました。マーガレットの主人であるデイブ（記事の寄稿者本人）

ジェクト、地元 YMCA の活動、助けを必要とする人々を支援す

が到着後には、清水弘一ワイズがワイズメンの最高のもてなし

る他の団体などに提供しています。 私達の古着店は、昨年一

の伝統に則って、三週間近く素晴らしいホームステイを提供し

年間でおおよそ 6 万デンマーククローネ（12,000 スイスフラン

て下さり、通訳、旅行企画者、観光ガイド、有能なコック役を兼

= 約 100 万円）の利益をあげました。

任してくださいました。
この日本での経験は、人種、信条、皮膚の色を問わず、お互
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素晴らしいワイズダム
いを家族の一員として重んじることを旨とする国際的な組織
（ワイズメンズクラブ国際協会）の一員であることの素晴らしさ

かけ橋づくり
ＹＩＡ 国際事業主任

を証明しています。

ワイズの友情は特別なもの
元国際会長：クリスチャン・バック・イバーセン

ナンシー・ハインズウォース

私たちは、長い年月をかけてユース活動のかけ橋づくりに携
わって来ました。その中で、良い結果が得られた地域もありま
す。
年を重ねるに伴い衰えてくる私たちの組織（ワイズ？）に、若
者達は、新しいエネルギーと創造力を与えてくれます。私達は

これは元国際役員であるプライス夫妻（77 ～ 78 年国際会
長：オーストラリア）、ガンケルマン夫妻（80 ～ 81 国際会長：

知恵を築いている一方で、世界との調和が取れなくなり、時に
は戦争をしたりしています。

USA）、リー夫妻（79 ～ 82 国際会計：USA）そして私、バック・

われわれは、休息をとって蓄積してきた知恵を活かさなけれ

イバーセン夫婦（79 ～ 80 年国際会長：デンマーク）の４組の

ばなりません。その知恵にエネルギーと創造力がそそぎ込まれ

夫婦のお話です。

ると、より熟成したものになり、それが我々のパワーとなります。

このご夫婦達は、1978 年メルボルンで開催された国際大

この考えに従って、ユース活動で築きあげたノウハウを利用し

会で初めて出会いました。それ以来 1 年おきに子供達を含

て、成功させる必要があります。今後、ユース活動のまた違った

めた家族ぐるみの交流が深められています。ガンケルマン

新しいやり方をワイズメンズワールドで紹介したいと思ってい

夫妻は、一年間プライス夫妻と私達の子供達を YEEP 事業

ます。

としてホームスティをしてくれました。またイバーセン夫

みなさん方も、私がまだ気が付いていない斬新なアイデアを

妻は、オーストラリア、バララットの YEEP 学生プログラ

お持ちなら、紹介してください。歓迎いたしますし、このワイズ

ムで半年間、プライスさんの子供達２人をホームスティさ

メンズワールドでもご紹介したいと思っております。

せてくれました。プライスさんの息子達４人は、デンマー

エクステンションのツール、手段として、どれだけのクラブが

クのアールスでクリスマスを過ごしたこともありました。

STEP（ユース短期交流事業）を考えているか、私には興味が

私達の息子が結婚する時も、ガンケルマン夫妻は結婚式

あります。老齢クラブには特に有益です。これらホームスティな

に出席してくれましたし、それ時以来、私の息子も娘もそ

どの事業は、若者との交流で、年の差をなくして、クラブに新し

の家族も、ガンケルマン家とリー家でクリスマスの幾日か

い息吹を吹かせてくれますし、STEP 事業は、ワイズの子孫だ

を過ごしています。

けでなく、クラブが派遣したいと思う青年に開かれています。
これは、地域の学校や組織にも働きかける大きな役割となるこ
とでしょう。
私は皆さんのユース国際事業主任となることを楽しみにして
います。もしも、地域や区で援助できることがありましたら、私
に連絡してください。その地域の担当者に連絡をとって、最善
をつくして対応させていただきたいと思っております。

素晴らしい野外活動
米国トランスワイズメンズクラブ

ジーン・ケスター

32 年の歴史を経て、ワイズは国境を越えていろいろな楽

若者は、
今、
素晴らしい野外活動を経験する必要があります。

しい想い出を私たちに与えてくれました。これを読まれた

ほとんどの人は自然に接する喜びに気づくことなく、大都市で

多くの皆さん方にも、似たような経験を体験してほしいと

過ごしています。メトロポリタンロサンゼルスＹＭＣＡは、周囲

思います。

の地域に 3 つのキャンプ施設を子どもたちの夏の活動基地と
して使っています。夏のキャンパーの到着に備えるために冬期
活動後のいろいろな作業のメンテナンスが必要です。
太平洋南西区のトランスワイズメンズクラブとウエスト・バレー

心新たに立ち上がろう
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金額に応じて賞が決まっています。
・ブロンズの賞：10 〜 25 スイスフラン／メンバー
・シルバー賞： 25 〜 50 スイスフラン／メンバー
・ゴールド賞：50 スイスフラン以上／メンバー
・個人ゴールド賞：250 以上
クラブ拡張は、将来への投資です。YES への拠金は、今こ
の場で将来のクラブ拡張に貢献します。

ご存知でしたか？
ＹサービスクラブそしてラスハマナスＹＭＣＡ女性サービスクラ
ブのメンバー 15 人はラウンド・メドウ・キャンプ場に５月の週末
にやってきました。このメンテナンス作業は、コンクリートを流し
込んで階段を作り、貨物保管庫をペンキ塗りし、二段ベッドの
ネジを閉め直し、雪覆いの合板を窓からを取り外して、キャビン
屋根から松葉を掃き落としました。

ワイズ メンズクラブの 国 際 ウエッブサイト（www.
ysmen.org）の内容が変わりました。
新しいウェッブサイトではワイズダムからの新着ニュー
スが定期的に更新されます。
ダウンロードセクションでは、タイムオブファストの材
料、ロゴ、歴史的データ、マニュアルや小冊子、2003 年以
降の Y’s Men’s World のバックナンバーなどが掲載され
ています。

このキャンプ場は 1927 年の開設以来、500,000 人以上の若
者はサンバーナーディーノ山脈の美しい草原地帯の活動を楽し
みました。キャンプ場での活動は、アーチュリー、工芸、バイク

横浜国際大会スナップ

と自転車、アドベンチャー、ロープ訓練、ハイキング、乗馬、指
導者研修、自然環境研修、運動場活動と水泳があります。

ＹＥＳ事業を推進させましょう。
ISD/YES パウル - ヘンリーク・Ｈ．ヤコブセン
クラブ拡張プログラム（Y's Extension Support Program
略称は、頭文字をとって YES）は将来の国際ワイズメンズ協会
にとって最重要課題です。
YES の目的は、クラブ拡張推進のために現在緊急に使用す
るための資金を献金する機会をクラブと個人に提供する、とい
うものです。集めた資金は新クラブ設立とメンバー増強の拡張
事業の資金としてを地域と区に配布します。
YES 事業目的の一つは野心的な国際協会の 35.000 人のメ
ンバー増強です。
YES 事業は新しい資金集め事業です。国際協会発展のた
めに個人およびクラブが年間を通じてエンドウメントファンドに
寄付して現在は 200 万米ドルに達しています EF 管理委員会
は、ファンドの利息をワイズメン国際協会の発展のみに使いま
す。しかし、非常により多くのお金が必要とされています。世界
中の区は、区の活動拡張のために資金を必要としています。そ
こで国際会議は、ＹＥＳ事業を勧めることを決めました。
あなたのクラブが YES 賞を得ることを確信しています。拠
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