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国際会長から

とにかくやろう－成せばなる－
IP フィン・A・ペデルセン
親愛なる友人達へ
まず始めに 2010-2011年度国際会長とし

リーン、
トレーシー、
ジェームズ、
アンドリューそしてシャンナ。彼らの情
熱と姿勢は私達の活動にとって大変価値のあるものなのです。

編集室だより
ワイズメンズワールド編集長 アラン・ウォーリントン

ての成功を収めた、直前国際会長の藤井
寛敏さんに感謝の意を表したいと思います。

今回表紙で使用した写真は全て従来と

藤井さんは「Towards 2022（TW22）
」
とい

はスタイルが異なっています。
これは私がそう

う活動をスタートさせ、
常に先を見据えた活動を行うよう推進して下

しようと思ったのではなく、手元に丁度良い

さいました。5月にカナダで行われた TW22ワークショップでは熱心

位の大きな写真が無かったためです。

な国際主任の方々の参加があり、今の私たちの仕事は、幸先の

表紙は興味深い物でなければなりません。

良いスタートに続き各活動を一定のレベルまで引き上げることにあ

動きがあり、
ロゴもあり、
肖像画書式であるべ

ります。私の願いと目標は、今後すべてのクラブとメンバーがワイズ

きです。
私にはもっと大きくて、
はっきりと映っている写真が必要です。

メンの活動を前進させるための姿勢を持つことです。
クラブとメン

あなたも表紙を飾るチャンスがあります。
そのためにはワイズダム活

バーを巻き込んでこれを達成することが出来るなら、100周年を祝

動にふさわしい画像を送って頂く必要

う 2022年には我々の目標に達することが可能になるでしょう。
さら

があります。更にその写真にまつわる

に、
次期国際会長フィリップ・マータイさんを歓迎したいと思います。

興味深い話がひとつあれば尚良いで

これからチームとして将来に向けて、
手に手を取り活動していくこと

すが、
それは必ずしも必要ではありま

になります。

せんので、
ご協力をお願いします。

この夏、
ほとんどのエリアではエリア大会が開催されたことでしょ
う。国際会長の特権として私もいくつかの大会に参加させて頂き、
される
“新しい”
韓国エリア大会に出席をする予定です。
そして、
リー

第 70 回ワイズメン国際大会 2012
ノルウェー、スタバンゲル

ダーシップ・
トレーニング &組織開発（LTOD）
のワークショップも行

2012 年大会実行委員のモットーは
“これまでで一番良い

新たな情熱を胸に抱き帰路につきました。
また９月には麗水で開催

う予定でいます。
これまでにこれらの大会に出席されたメンバーは
合計３千人に及びます。
多くの参加者数があり、
これに加え区大会
においても、
多大な参加者があったことでしょう。大会に参加された
メンバーによってもたらされる利益を私は知る事が出来ました。私
が確信したのは、
活発に参加することで我々の活動への参加と知
識を増やす事が出来るということです。献身的なメンバーとなるた
めには、
メンバー全員が国際レベルでの活動について基本的な事
柄を理解しないといけないのではないでしょうか。
それによってワイ
ズメンは、全ての人にとってよりよき世界を築くための役割を担う事
が出来るのです。
毎年ワイズメンズ・ワールドより４回の発行物を受け取ることでしょ
う。
これはメンバーの皆さんに我々の活動で何が起こっているのか

大会にしよう (The best Convention ever)”
。
全ての海外からのゲストを”
ホームディナー”
に招待する
ジャズ・サービス
Byrkjedal にあるマウンテン・ホールにてブッフェ
ページの最後にあるプロモーションをご覧ください。

ホームページをご覧ください

www.IC2012.org
大会実行委員会は月に 2 回ニュースを更新します。
このホームページを通じて是非
“これまでで一番の
大会へ”
に向けた準備の状況をご覧ください。

をお知らせするためです。
これに加え毎月１日にはファミリー・
レター
を発行します。
もしあなたのクラブが Eメールによってこのファミリー・
レターを受け取っていないようでしたら、
地区理事にお尋ね下さい。

ご存知ですか？

毎回、強調月間のテーマに焦点を当てていきます。同時にワイズメ

国際本部ホームページよりこれらのロゴの

ンズ国際協会のホームページを、所属先の活動の情報更新のた

ダウンロードが可能です。<www.ysmen.org>

めに使って頂ければと思います。
最後に、
大切なことですが、
ジュネーブの国際本部で働いているス
タッフの皆さんに心より感謝をしたいと思います。我々の活動の中
で素晴らしい仕事をしてくださっている国際書記長の西さん、
ポー
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キリスト教精神の理解・がんばれ、日本

キリスト教の旗

住まいの方々に対しお米の提供を行う
事を決定し、東日本区ワイズメンズクラ

国際事業主任 カール・ハーツ・ジェンセン

ブに支援の要請がありました。対策本

長い間ワイズメンの一員として過ごす者として、
私はキリスト教の

部はこれに応え 7.7トン分の支援（約

旗について考えていました。私

230 万円）
を提供しました。支援企業

達は開会式の際にはかならず

からの 3.3トンと合わせて 11トン
（10

これを使用しています。
しかしこ

キロ×1,100 戸）が山本町の被災者

の旗について何かをどこかで

に寄贈されます。

聞いた事はありませんでした。

盛岡 YMCA は洗濯機、
自転車、電子レンジ、電子カーペットを

歴史も知らなければ、
ワイズメン

重点支援物資として被災者に提供しようとされており、東日本とし

の活動の中での旗の歴史も知らなかったのです。
そこで私は少し

てこれらの品を 100 万円分寄付することといたしました。
また盛岡

調べてみました。今回はワイズメンズ・ワールドを読んでいる皆さんと

YMCA がサポートをしている宮古ボランティアセンターでは、
被災

この話を共有出来たらと思います。

者の方々を対象に「たこ焼き
・焼きそばを食べよう会」
を継続的に

旗を見ると、
３つのことに気が付きます。
白く広い地の部分と青の

開催しています。
この活動に関して東日本よりワイズメンズクラブに

四角と赤の十字です。

スポンサー
（1 回分 3 万円）
になってもらいたいとの要請があります。

1）
白色は純粋さと許しの象徴化－すなわち罪を洗い清め神への

詳しくは東日本区理事の河合重三さんにご連絡下さい。

従順さを表します

<email: ys.kawai@ab.ne.jp>

2）青色は忠実さと真実と信仰です
3）赤の十字はもちろん最も分かりやすいキリスト教の象徴、
十字架
を表しています。赤の色はイエス・キリストが十字架の上で亡くなっ
た時の血の色を表しています。
これは愛と救済の象徴でもあります。

世界の最年長男性としての誇り
アメリカ合衆国 グレート・フォール Y サービスクラブ
Harold Spilde

見て分かるようにキリスト教の旗は、
私達の活動の中に見えるキ
リスト教精神の理解を示しています。
キリスト教の旗を掲げる時に
は、
キリスト教が私達にとっていかに大切であるかを示しているの

100歳まで生きるというのは、
現代ではそう珍しいものではなくなり

です。
だからこそここで今一度、考え、不思議に思ってみましょう。

つつあります。
しかし 114歳まで長生きすると言うのは、
モンタナ州グ

なぜ、
そしてどうやって私達がキリスト教の旗を掲げているのかを。

レート
・フォールに住むウォルター・ブルーニングさんの功績と言える

もしキリスト教の旗の歴史について学びたかったら、以下のホーム

でしょう。
これを称えグレート
・フォールＹサービスクラブでは、
スコット

ページをじっくり読んでみてください。

ランド方式による言語プログラムへの貢献を行っており、会話と言

<http://en.wikipedia.org/wiki/CHristian_Flag>

「がんばれ、日本」に対する
日本からの応答

語障がいのある子供を助ける活動に寄与をしています。
ブルーニ
ングさんはこの分野では世界で最も年長の男性であり、世界で 2
番目の年長者にあたります。
そして長年もの間フリーメイソンの会員
であり続けました。
彼は 113回目の誕生日
を迎えたときこう言いました。

アジア＆日本 アシスタントエディター 野村秋博

「忘れないでください、人生
の長さとは時間や日数で測

日本には地震に見舞われるという歴史があります。
３月に東日本

るものではなく、
その時なにを

で起きた地震は大きな課題を残し、
それに対し日本の Y's Men そ

したかなのです。意味のな

して YMCA は力になろうと多大な努力をしました。1995 年に神

い人生ならば 1世紀生きたと

戸を中心に起こった阪神大震災後の活動も日本ワイズダムの努力

しても短いものなのです。」そして 114回目の誕生日をお祝いした

の刺激となりました。

際には、
「誰かを助けているときは、実際にはそれ以上に自分自身

アジア地域大会後には神戸 YMCA が他の地域団体と協力し、

を助けていることになるのです」
とおっしゃいました。

夏休みの思い出作りに宮城県名取市の被災中学生１１名を招待

グレート
・フォールズＹサービスクラブはこのような類まれな人物に

しました。阪神大震災から復興した街並みをみてもらい「頑張れば

敬意を表すると共に、
2011年 4月 14日にお亡くなりになられたことを

神戸みたいに復興する」
という感想を持ってもらいました。

大変悲しく思っております。

震災直後、仙台 YMCA は生活に困られている仮設住宅にお

とにかくやろう、成せば成る
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私達の記録

過去の歴史が未来へと導く
国際文献保存委員 元国際会長

Harold Westerberg

2011 〜 2012 第 4 号国際会長ブリテンにおいて国際会長フィン
・

・ワイズメンズ国際協会は多くの方面での拡張に資金を必要として
いる
・クラブ拡張は我々組織にとって不可欠である。
YES への関心が必要です

ペデルセンさんは、我々の活動が 100 周年を迎える 2022 年への

YES は新しいプログラムです。
これまでの経験から新しいプログ

目標についてお話されました。100 カ国においてメンバー 5 万人を

ラムが全てのメンバーに認知されるのに何年もかかることが分かっ

達成できるよう働きかけなくてはならないと示唆されました。1941 年

ています。YES は今後のワイズメン国際協会の将来と、何千人も

〜 1942 年度の国際会長 George Keitelさんは 1920 〜 1945 年、

の新メンバー獲得という目標にとって重要なツールです。YES は

1920 年〜 1953 年、
そして1972 年の歴史について執筆しています。

世界的にもっと注目されなくてはなりません。今後より多くのクラブが

1972 年版である
「ワイズダム 50 周年記念版」に携わった者は、
思

YES への貢献の必要性を見出してくださる事を願っております。

想は次なる歴史へと渡されなくてはならないと言います。

支援方法

1997 年に 75 周年記念を迎えるとき、国際議会は専門部会

・所属クラブのメンバー全員にこの記事に書いた内容を知らせる。

に新たな新しい歴史を書くように委託しました。次期国際会長の

・所属クラブに YES への貢献、
出来ればブロンズ賞くらいまで、
を

Christian Friis は元アメリカ・エリア副議長の Jim Sergent に手

毎年行うよう提案する。

紙を書き、
文献保存所でありワイズメンズの蔵書がある場所の近く
のノース・セントラル地区に、
この要請に応えるためのグループを作

皆さまのご協力に感謝致します。

れないかと尋ねたのです。集められたグループは、
次なる歴史が読

ワイズダムに YES と言おう－ 我々の未来への投資。

んでいて更に面白く、
物語性のあるものならば引き受けるとしました。
専門部会はこの申し出を受け入れ、
「A Fellowship Of Service」
として出版されたのです。

2011 年国際議会ハイライト
国際書記長

文献保存委員であった Jim Mullerと彼の妻 Audrey はミネソ

西村隆夫

タ大学において膨大な時間と労力をワイズメンの文献保存に費や
2011年国際議会は 6月下旬にインドのコーチンにて開かれまし

したとして知られています。
次なるワイズダムの歴史文献を書くチームには何時間分にも相

た。多くの議題について話し合いましたが、
中でも目立ったのがワイ

当する手助けがあります。
それは現在の国際文献保存委員会が

ズメンのイメージと国際議会組織 (ICS)についてでした。
ワイズメン

これまで献身的に分類し整理し、
92.5 立方フィートの保管場所
（216

のイメージに関しましては、
シンガポールを拠点とするコンサルタント

箱）
に保管してきた蔵書があるからです。
これにより最新の記録と

会社によって、昨年行った調査に基づいたブランドの位置づけと

文書を使用出来るという利点があります。
コンピューターやインター

分析についてのプレゼンテーションが行われました。
たくさんの興味

ネットの使用によって互いにコミュニケーションを取りデータを収集

深い点が明らかになり、
国際議会参加者も名前やロゴについてグ

することが容易になるでしょう。彼らにとって望ましいのは、
歴史をい

ループディスカッションを行いまし

くつかの言語で書くことです。私たちの各エリアで活動をしている

た。
この結果は、最終提案に向け

すべてのワイズメンにとって魅力的であるためです。歴史はこれま

た今後の研究段階で検討のため

で同様に物語性があり多くの写真を効果的に使用するべきでしょ

に考慮されることでしょう。
また先期では国際議会の構造

う。100 周年記念版について考えるのが早すぎるということはない

について実働委員会では話し合

のです。

新たなプログラムを考えるには
時間がかかる
YES 国際事業主任

Poul-Henrik Hove Jacobsen

いがなされ、議長及びアジア地域
会長の Wichian Boonmapajorn
さんによってプレゼンテーションが行われました。2022年に向けた
YMIの課題とは国際的な奉仕団体としての均衡のとれた構造は
何か、
というものです。
TOFプログラムでは新たに７つの事業を承認する事が出来、
合
計 167,837スイス・フランとなりました。1973年に TOFプログラムが

なぜ YES なのか

始まってから、
ワイズメン国際協会は様々な YMCAや地域事業、

・YESとは Y's Extension Support Programme
（ワイズ新クラブ

そして世界で非常事態が起きた際の貢献を行っておりその額は

設立支援プログラム）
の頭文字である
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500万スイス・フランになります。今では 17カ国で 42個のプロジェク

とにかくやろう、成せば成る

世界各地からのニュース
トが TOFの支援を受けています。
これらの新しいプロジェクトの詳
細や歴史などについては国際本部ホームページ <www.ysmen.

なんと幸せでしょう、
妻がエリア会長に！

org>の
‘Downloads/Time of Fast Material’
よりご覧いただけ
ます。

ノルウェー、Krakeroy

2011年国際議会から 4週間後、
我々に悲報が届きました。国際

Tormod Torp

会計をされていた T.M.Mathewさんが 2011年 7月 24日にお亡く
なりになられたのです。彼の活動に対する献身さと国際議会への

私は幸せな男です。2010 〜 2011 年度 ヨーロッパ・エリア会長

多大な貢献を我々は忘れることはありません。夫であり父であった

である Marit Torp と結婚しているからです。
これまで私は世界

Mathewさんを亡くされた妻の Maggyさんとご家族に、心からの

中で素晴らしいワイズメンの友人と出会う機会がありました。特に、

お悔やみを申し上げます。

妻が 2009 年に次期エリア会長に選ばれてから、
ヨーロッパ・エリア

ゴミをお金へ

を中心に。
妻が日中は学校で校長として働き夜は Y’
s Men ヨーロッパの
ために働く間、
私はどのように掃除

ヨーロッパ アシスタント・エディター Arne Christensen

や食事作りなど家の事を行うのか
を学びました。
また、
家族で協力す

デンマークでは不用品をリサイクルするために慈善活動やリサイ

るというのは、
どんなことでも必要

クルのお店が人気です。
デンマークの多くの Y's Men's Club がこ

な時に互いのために役割を果た

れらを上手く運営しチャリティー活動への資金を多く集めています。

すことだと学びました。最も重要な

ラナース市には３つのクラブがありますが、
リサイクルショップの運営

のは、
この期間を通じてどれほど

はしていませんでした。
そのため過去 1 年間でラナース市当局とこ

お互いに頼り合い元気と笑いを分

のような店を開くための交渉をしており、
7 月に着手するための合意

かち合っているかを知った事でし

を得ました。選ばれた場所は市が所有しているゴミ捨て場とそこに

た。
共にいる事で、
我々の神である

付随している建物で、
リサイクルショップの運営が出来るようレンタ

イエス・キリストへと繋がりのある仲間として、互いに元気をもらって

ル料は無料で提供されました。8 月に運営が開始され多くのお客

いるのです。
「神よ、
慈しみはいかに貴いことか。
あなたの翼の陰に

様の興味を引く事が出来ました。

人の子らは身を寄せ あなたの家に滴る恵みに潤い あなたの
甘美な流れに渇きを癒す。命の泉はあなたにあり あなたの光に、
わたしたちは光を見る。」
（詩篇 36：8−10）
彼女にはエリアチームの中で有能な秘書が付いていますが、
私
は彼女の家でのボランティア
“個人的秘書”
なんですよ
！この数年
間で彼女が私にもたらしてくれた経験の数々は本当に素晴らしい
ものです。
またその背後では２度のエリア議会と次期区理事トレーニング
への参加、
そしてデンマーク Skjern でのエリア大会への参加を
行いました。妻にとってとても忙しい日々であり、
私もやることがたくさ
んありました。同時にこれらの大会を通じて多くの素晴らしいワイズ

計画では毎月第一土曜日に３つのクラブのメンバーによって運

の友人と出会う事が出来ました。Skjern に向けて出発した時、私

営が行われ、
家具や本、
家電製品、
靴、
おもちゃ、
そして寄付された

は色々考えながら彼女に寄り添っていました。
しかし大会の間はあ

物を販売する予定です。

らゆる経験をする中で、素晴らしく楽しいひと時に参加することが

この場所がゴミ捨て場であることから、人々は不要になったもの
を捨てるのではなくリサイクルショップへ持ちこみますので、
リサイク
ルとしての利益も大きいのです。
初年度の売上高は 30 万デンマーク
・クローネ
（5 万８千アメリカ

出来ました。
この大会の準備をしてくださったデンマーク人の友人
達に心から感謝致します！
また私はこの準備のお手伝いも少しではありますがさせて頂き
ました。
ノルウェーで行われた会議の間に Krakeroy Mixed Y's

ドル）
を見込んでいます。
これは参加している３つのクラブに均等

Men のメンバーと共に協力し、
一つの目標に向かい団結しました。

に分配されチャリティー活動への充当金となります。

その目標とは、全ての議員と次期区理事の方々が気持ちよく滞在
出来るようにというものでした。
それが出来ていたかは分かりません
が、
出来る限りの事をしました。
この仕事をすることで私達の団結

とにかくやろう、成せば成る
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元国際書記長はどうなるか？
を強め新たなエネルギーとなったのです。

ら2 年だけ、
早める事は出来ました。
もちろん私はチャーターメンバー

これ以外にも私には楽しみがあります。
それは私の妻がヨーロッ

の一人です。

パ・エリア会長として良い仕事をすればするほど、
私も彼女を支えら

2001 年に国際書記長を引退した際、地元 YMCA/ YMCA

れるということです。役割を果たす中で成長し続け、
共にする、
とい

ジュネーブの理事長に選ばれました。
そして 2006 年から会長とし

うことを文字通り以上に理解している素晴らしい存在である妻と暮

て 2 年間の任期を務めました。地元 YMCA には健全なルールが

らすと言うのは、
夫にとって最高の喜びです。

あり、議員メンバーは 2 年の任期を連続して、合計 4 年以上行っ

私は他の「良き配偶者」のみなさんと同じ立場と言えるでしょう。

てはいけないというものです。
なので私は 2010 年 3 月に地元 Y

我々もみなワイズメンの中の一つの大きなグループです。同じ立場

の理事会を去りました。
そして今度はジュネーブ Y's Men's Club

で頑張っているみなさんに、
感謝します！

の委員会です。現在は書記であり、
2012 年 1 月 1 日からの次期ク

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れる

ラブ会長でもあります。
（スイスはいつまで経っても、
1 月 1 日に始ま

でしょう。

り12 月31日に終わるカレンダー以外の考えに馴染めないのです！）

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け

話は元に戻りますが、私のワイズメンズクラブの役員歴は 1960

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形の

年にチャーターされたスウェーデンの小さなワイズメンズクラブのルン

活動を行うべきかを決定するまさにその人なのです。殆どのエリア

ドクラブの役員からスタートします。
（私がチャーターメンバーだった

で受け入れ可能な父子を２，
３お教えさせて頂いても宜しいでしょう

ジュネーブのクラブは、
1980 年です）私自身、
あまり良いメンバーで

か。

は無かったことを覚えています。何かにつけて参加をしない言いわ

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

けをしていました。
（大学の勉強、
結婚や子供などなど） そして突

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助

如書記に選ばれたのです。
ミーティングでは食事に夢中になってい

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語り

た時で、
選任されたことにすぐに反論も出来ませんでした。
しかしこ

合う。
そのことが入居者に喜びと慰めと平和を与えます。
彼らはしば

れで、
ただ「ミーティングと食事」に参加するという以上に、
メンバー

しば孤独で友達もいませんから。

になるという本当の意味を理解することが出来たのです。
私は会議

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せん。

に参加「しなくては」なりませんでした。最初は部のレベルで、次は

結果は両者にとって満足のいくものになります。孤児院や恵まれな

地区レベル。
それで他のクラブで何が起こっているのかを見る事が

い人々、異なった才能を持つ人々、困窮している慢性病患者に対

出来ました。
国内そして国際的な我々の活動にすっかり魅了された

する経済的支援もまた奨励すべきです。
もし可能ならば、
末期病患

のです。
それが私の人生を大きく変えたことは周知の通りです。

者や寝たきり患者のための緩和ケアも真の人道主義的奉仕として

では現在のホームクラブでの私の挑戦とは何でしょうか。最初

考慮してもよいでしょう。恵まれない文盲の人々が住んでいる所で

で最大の問題なのは、
我々メンバーの年齢にあります。現在 40 人

は、
ワークショップや意識向上クラスを行うことが出来ます。文盲の

以上メンバーがいますが、
この問題はずっと懸念されて来たことで

人々に対する識字教育、
環境保護、
禁煙カー/カーボン
・
ニュートラル
・

す。我々は、
若い人をクラブへ惹きつけるには高齢すぎます。
（若い

ゾーンも実施すべきです。
ワイズの伝統的なプロジェクトである
「タ

YMCA のスタッフメンバーは除きますが。
） それで今若いメンバー

イム・オブ・ファースト」
とASFも立派なプロジェクトです。

で構成された新しいクラブの立ち上げに取り組んでいます。地元

国際書記長より、地元クラブ会長へ
スイス ジュネーズ Y’
s Men’
s Club

Ingvar Wallin

YMCA は 18 歳から 35 歳まで向けの 100 部屋を有するユース
ホステルを持っています。
そして国際本部へのユース・インターン生
が来る場合は、
初めて受け入れを始めた 1995/96 年以来毎年こ
こに滞在しています。第 1 回目のミーティングは、
2010/2011 年度
ユース・インターンである日本人の橋崎真実さんがプレゼンテーショ

私は 1970 年にスウェーデンからジュネーブ

ンを行った時に行われました。会議は 2011 年 10 月・11 月にも行

へとやって参りました。
しかし Y's Mens Club

われる予定です。
これにはジュネーブからの地元の若い人々も参

が無かったために地元 YMCA の総主事の

加してもらう予定になっています。ユース・ホステルに滞在している

元へ Y's Men について話に行きました。彼は

方が様々な国から来ています。
とても素晴らしい事ですが、
この新

興味深そうに聞いた後、彼の YMCA と共に

しいクラブはしっかりとジュネーブ地域社会のなかで根付かせなく

Y’
s Men's Club があるのは良さそうな考えだとおっしゃいました

てはなりません。真実さんは既にジュネーブを後にされましたが、
そ

が―「しかし、
Ingvar さん、
私達スイス人はとても保守的でね、
新し

の後継者であるジャマイカの Shanna Johnson さんが着任をする

い考えを取り入れるのにいつも12 年位はかかるんだよ
！」
とのこと。

予定です。加えて 2006/07 年度ユース・インターンの James Olle

冗談を言っているんだろうと思いましたが、
ジュネーブの Y's Mens

さん、
そしてもちろん現在の国際本部スタッフメンバーもはじめから

Club がチャーターされたのは 1980 年のことでした。彼の予測か

参加をする予定になっています。

6

とにかくやろう、成せば成る

世界各地からのニュース

現場への帰還

も地球村に住んでいるかのような感じがしています。
これらの感情が 1 年後にはどう変化をするのかを見るのが楽しみ

ウルグアイ モンテビデオ Y’
s Men’
s Club
Roland Dalmas
ジュネーブ国際本部で国際書記として過ご

です。特に、
クラブ会長としての任期を終えたその時に。

地域サービスに賞を

した 10 年という時間から、祖国ウルグアイで

ラテンアメリカ事業主任 コミュニティーサービス

の現在の引退後の生活に移行したことを、客

Analia Lamas

観視し実感するには 8 ヶ月という期間はあまりに短すぎます。
「客観視し、実感するにはあまりにも短い」
と申し上げたのは、帰

51 年間、
モンテビデオ・メネット会は Y’
s Men, 地元 YMCA そ

国後から 4 ヶ月の間が目新しさと心地良さに包まれていたためで

して地域社会へと奉仕を行ってきました。中でも特筆したい地域

す。
まず、
ウルグアイに戻るということが ( 仕事をする生活の中、
これ

サービス事 業 が「Merendero of Mercy Father Victor」で、

で 4 度目です ) これで最後であり、
「このままずっとここで暮らし続

社会経済的に貧困な子供や家族に毎月行っている食事のサ

ける」
という気持ちがあったことが挙げられます。次に、
スイスを後に

ポートで す。この

した時は冬の始まりだったのに、
ウルグアイに到着すると夏の始まり

Merendero は 子

であったことです。
もちろんクリスマスとお正月を含めこの時期を楽

供たちが 午 後 の

しむ事が出来ました。40 年前からの友人や隣人たちとともに、
コロ

おやつに集まる場

ニア ( モンテビデオより150ｋｍに位置します ) に所有するビーチ

所として 1987 年

ハウスで過ごしました。3 つ目に、
この 4 カ月の間に、海辺から 200

に発足されました。

ｍという素晴らしいロケーションにあるアパートをリフォームさせ、設

メレンドレは保 護

備を整えるのに精を出しました。
そして 4 つ目には家族やモンテビ

者グループによっ

デオ Y’
s Men’
s Club からの多くの友人達と再会を果たしていた

て進められていた

ことがあります。
私達が戻ってきた場所は良く知っている場所であり、

社 会 福 祉グルー

まったく孤独は感じません。

プの１つであり、
そ

4 ヶ月が過ぎると、
私達は
“日常”
生活に戻りました。素晴らしい春

し て Brethren of

が訪れましたし、
今ウルグアイでは寒い冬の真っただ中です。同時

Mercy の支援をう

に私はワイズメンズクラブへ、妻の Gloria はメネット会へ参加をし

けていたものです。

ています。
これは私にとって大きな挑戦でした。
なぜなら直前国際

当初の目的は必要

書記長としてクラブに戻る事で、
メンバーの多くは期待を持ってい

とする子 供に、食

ると思いますしそれを達成させるのは容易い事ではないからです。

べ物を与える事でした。
しかしすぐにこれだけでは不十分だと分

彼らが最初に行ったのは私をクラブ会長として選任することでし

かったのです。
そしてこの社会活動は新たな局面を迎えました。両

た。
これが、
この記事のタイトルに「現場への帰還」
と書いた理由で

親と会い、
家庭訪問をし、
困難な状況の中支援と指導を行うように

す。

なったのです。

国際本部にいて活動を発展させたりクラブを成長させるのは、

子供たちのきちんとした教育を支えるための私的な学校という

理論的に簡単だと感じていました。
１＋１、
クラブレベルでの関連事

のが、
次のステップでした。子供たちが外をうろつかない様にし、
彼

業の実行、
若いメンバーを連れてくる事、
PR キャンペーン、
新しいク

らの興味を勉強に集中させたのです。今では 250 人の子供たち

ラブの設立など。
しかし現場に入りその理論を実践しようとすると難

が正午に軽食を食べ（次の日までに口にする唯一の食事です）
、

しいもので、今は、私のクラブメンバーからの期待を裏切っていけ

土曜日にはランチが提供されます。
このうち社会経済的状況から、

ないと責任を感じています。
私達の最初の 8 ヶ月はやる気と幸福、友情そして挑戦で溢れ
ていました。
しかし同時に、
国際会議の場で多くの友人と向かい合

態度と勉強に問題を抱える 65 人程の子供は特別な教育的ケア
が必要で、
日々 Merendero 学校に通い宿題や専門教師によって
サポートがなされています。

いながら共に話し合いシェアをすることや、
国際本部の素晴らしい
チーム、活動に関与する国際的分野についてなど、国際レベルで
行う仕事を懐かしくも思います。
家族レベルの話ですと、
ジュネーブで暮らしている息子と孫が恋
しいです。
しかし現代のコミュニケーションは簡単なもので、
あたか

とにかくやろう、成せば成る
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下半身不随患者のリハビリ

その機会は自然と訪れた
のでした。
2011 年度年央会議が

インド アシスタントエディター Mathew Sebastian

1 月に開かれた際に、
ワイ
ズダムの力の源であるジュ

インド中西区及び部のメネット会リーダーに向けたプログラムが、
the Palliative& Paraplegic Society of Kerela（ケララ緩和ケ

ネーブを訪れる事が出来ま

ア・対麻痺協会）
と協力して 8 月に Ernakulam にある総合病院

した。
この素晴らしい組織

で行われました。
このキャンプには 13 人のメネット会リーダーが参

を目の前で見られるこの感

加をしました。
これは 12 人の身体障がいのある患者と行う1 日

情と達成感は何たるもので
しょう、
自分がここに属して

キャンプでした。区メネット会リーダーの Linda Rakhesh さんは
援 助 のための 資

いるんだという素晴らしい感情をもたらしてくれるのです！
これまでに

金 を、
Palliative

出会ったことのあるスタッフ全員にお会いする事も出来ました。愛し

and Paraplegic

い Y’
s Men の兄弟そして姉妹と共にいると、
まるで家にいるかの

Society

で 会

ように感じます。
マレーシアの国旗と、
ワイズダムの「父 P.W. アレキ

長 をされ て いる

サンダー」の肖像画が壁に掛けられているのを見て大変誇らしく感

Mathew 医 師 に

じました。
皆さんとこの時のことを共有したく、
またその気になれば不可能

手渡しました。

なんて無いということをお伝えしたいと思います。
私は長くワイズダム

更なるフォロー
アップのため下半身不随患者リハビリに向けた4日間の職業トレー

と共に過ごしてきましたが、
その恩返しをする時だと感じています。

ニングのワークショップが、
MWIR の 14 部における全てのメネット

スイスでの勉強が終わったらマレーシアへと帰国する予定です。
そ

を対象に、
Palliative 大学 Kariyad Mary Hospice で 9 月に行

してワイズダムの精神が次の世代へも続いていくよう、活動をして

われる予定です。

いきたいと思っています。

夢の持つ力

がんばれ日本募金
マレーシア イポー Y's Men's Club

インドエリア会長

Isaac Palathinkal

Sri Ram Letchimanan
2011 〜 12 年度国際会長 Fin Pedersen さんと他の国際執
私は 80 年代後半まで、
イポー Y's Men's Club のコメットでし

行役員の任命式が、
2011 年 6 月 25 日に行われました。
インド・コー

た。
シンガポールで開催されたユース大会に初めて参加したのは

チンにある Gokulan Park ホテルで行われた煌びやかなセレモ

1994 年のことでした。1996 年にはワイズメン・国際協会より一部資

ニーには、
ワイズの仲間達 500 人が集まりました。
これは 6 月にイ

金提供を受け、
カナダのニュー・ブランズウィックのユース大会に参

ンドで開催された国際議会と、
2011 年インドエリア大会が提携を

加しました。
そして最後に参加したのは 2000 年の香港でのユー

して行われました。
その際にインドエリアを代表して、
エリア会長の

ス大会でした。
ワイズの活動に参加することで、私はたくさんの一

Isaac さんが直前国際会長である藤井さんに、
3 月の地震と津波

生付き合いの持てる友人達と出会う事が出来ました。

で被害に遭われた方々への「がんばれ日本キャンペーン」
として、

私がマレーシアのイポー Y's Men's Club のメンバーになった
のは 2000 年 9 月のことです。
ワイズダムへと後押ししてくれた父
K. Letchimanan の後を追ったのです。父さん、
ありがとう。それ
から私は国際サービスクラブに関わる事に情熱を傾けるようにな
りました。SMIT（シンガポール、マレーシア、
インドネシア、
タイ）の

1400 スイス・フランを贈りました。

イメージ作りと広報
インド

アシスタント・エディター

Mathew Sebastian

2002/04 年度部書記となった時は、
シンガポールやタイで開催され
た会議に参加させて頂きました。
これは私の視野を広げる素晴ら
しい経験となりました。
役目を終え次の人に立場を譲る時、私はいつの日かジュネーブ
にある国際本部を訪れるんだと自分に誓いました。
それから私は
全額給付の奨学金を頂き2010 年にスイスで勉強することが出来、
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インドは毎年 8 月 15 日の独立記念日を祝い、この時ほとん
どのクラブではワイズメンズの活動の公的イメージを作るため
この機会を利用しています。以下の３つの例はインドエリアの中
西区で行われている活動です。
Thoppumpady YMC は 25 年間ずっと地域社会と共に独

とにかくやろう、成せば成る

世界各地からのニュース
立記念日を祝って

Abeokuta、
である Oba Jacob Olufemi Omolade (LafaⅡ) がワ

きまし た。400 人

イズメンズ国際協会の武勇と、
ワイズメンの世界的視野を持ちなが

もの 地 元 民 が 参

ら恵まれない人々を高める仕事について繰り返し称賛されていまし

加をし、その多く

た。
タイトルの「Gbobaniyi（首長）」
とは、指導をする権利のある人

が子供達です。国

にとって、
全ての行為の中に国王への誇りと信頼を持っているとい

旗掲揚と、国歌斉

う意味です。

唱、愛国心の宣誓

西さんは傍からみても分かるほどに喜んでくださり、
またこの就任

を行った後にクラ

式が国王の伝統的な宮殿で行われた事にも圧倒されていたよう

ブメンバーによっ

です。
それはとても豪華で、
宮殿は情熱的なドラムと賛美の歌で熱

て朝食とおかしが

狂に包まれ、宮殿の主任は煌びやかな服を着て、
ワイズダムとして

配られます。

もてなしてくださった皆さんも伝統的衣装を身にまとっていました。

南コーチンYMC
は、P a l l u r u t h y
Relief Settlement
という孤児院でお

お金のために走れ
カナダ アシスタント・エディター Glenn MacDonald

祝いをしました。孤児院で生
活をする人全員が国旗掲揚

カナダのノバ・スコシアにある、
アマーストのカンバーランド Y サー

式と国歌斉唱に参加しまし

ビスクラブは、
2011 年 7 月に第 3 回恒例クロス・ボーダー・チャレン

た。またメンバー達は貧しい

ジを開催しました。全ての年齢・能力を持ったひとに身体の健康を

家に暮らす 262 居住者に朝

促すことで、地域社会をより良くしていこうというのがこのイベントの

食を配りました。

計画です。登録費から集まったお金はカンバーランド YMCA へ

西 コ ー チ ン YMC は、

寄付されました。過去 3 年間でこのレースは 25,000 カナダドルの

フォート・コーチンにある老

お金を集める事が出来ました。最初の年は 10 キロマラソンから始

人ホーム「Good Hope」にてお祝いをしました。メンバーは晩御

め、次の年にはユースのための楽しみながら走るコースと10 キロ

飯を 62 人の住人と分け合いました。また暖かい衣類も配布し

ウォーキングも加えました。今年からは地元の学校の参加を促すた

ました。

め 5 キロレースと、
ハーフマラソンが加わりました。

イバラ・アベオクタの首長

（Gbobaniyi of Ibara Abeokuta）
アフリカ アシスタント・エディター Tunji Makinde
2011 年 7 月、
アフリカ・エリアは第 9 回目のエリ
ア大会、第 5 回目のユース大会、
そして第 11 回
目のアフリカ次期区理事トレーニングを、
ナイジェ
リア西部にある美しい岩だらけの古都アベオクタ
で開催しました。
いつも通りこれらのイベントに向

レース当日は美しい朝を迎える事が出来、
400 人以上の参加者

けた準備は忙しかったですが、
アフリカの豊かなおもてなしと伝統

がそれぞれのレースに参加するため待機していました。10 キロラ

的な装飾は欠かしませんでした。

ンナーとウォーキング参加者はバスでスタートラインのあるニューブ

エリア大会でも一番のハイライトは、国際書記長の西村隆夫さ

ランズウィック州、
Mount Whatley まで向かいました。参加者はア

んがナイジェリアオグン州、
アベオクタ Ibara Kingdom の首長と

マースト
・スタジアムに戻るまでにノバスコシアとの州界を越えアマー

して就任されたことが挙げられるでしょう。
この首長制度はエリア

ストの通りを駆け抜けます。
同時にハーフマラソン参加者はスタジア

会長 Femi Oduntan 及び主催者、
エリア大会委員会の要請で

ムから始まり、
Mount Whatley に向かい、ユーターンをしスタジア

行われました。
この首長制度の授与は、国際書記長である西さ

ムへ戻ります。
バグパイプ奏者がノバスコシアとニューブランズウィッ

んのワイズダムへの立派な貢献に対する表彰でもあります。
この

クの境界で走者を出迎えます。走り終えた後は走者とボランティア

セレモニーの中で Ibara Kingdom の国王 Olubara of Ibara

が集まり、新鮮なフルーツやベーグル、水、
ジュース、
ホットドッグなど

とにかくやろう、成せば成る
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の軽食などを食べました。
そして表彰式では様々な年代別に分類
され、
メダルと賞金の授与が行われました。
私達のクラブのレース委員会は、
バスや簡易トイレなどを手に入

感動的な国インド
オーストラリア アデレード Y サービスクラブ Russel Jones

れるためのスポンサー探しなど、
レースの計画を立てる責任があり
ます。
クラブのメンバー全員が、給水所や交通整理や受付などを

今年 6 月、
幸運な事に私はオーストラリア BF 代表としてインドを

通じイベントに関わっていました。
アムヘースト
・メネット会は参加者

3 週間訪れる事が出来ました。
妻 Jennyと私が最初に立ち寄った

への食べ物のサービスを行いました。
またこれが地元でも大きなイ

のはバンガロールでした。入国管理の関係で遅れが生じ夜遅くの

ベントの一つでもあることから、
他のコミュニティーグループからのボ

到着でしたが、
Jacob Vargheseさんが辛抱強く待っていて下さい

ランティアにも頼っています。例えば Amateur Radio Club や the

ました。

Masons and Shriners Clubs、
the Knights of Columbus など

次の日には Hoskote Medical Centre へ向けて田舎道を走り

です。
また地元には地域への想いがある人々も多く、快く手助けを

ました。
ここではエイズ患者に対する教育と治療という貴重な仕事

してくれました。全体で 100 名程のボランティアがいました。
このイ

が行われています。更に 2 日後も、
Kunigal におけるエイズの活動

ベントそのものがとても良い宣伝であり、
YMCAと地域社会にとっ

現場を訪れました。
どちらの場所でも、献身的なスタッフが近隣の

ても素晴らしいサービスであるのです。

村の人々の生活を変えているのは明らかでした。Kunigal のエイ

ペナン島でのマングローグ植林
YMI 環境委員会

Colin Lambie

ズ孤児は面倒を見てもらいながら、支えのある環境で育ち、将来
は社会に貢献出来るよう願いが込められています。
どちらの事業も
TOF の寄付を受けており、
これは既存の仕事と提携することで利
益が高まることの証明でもあります。私達は少しだけですが、美し
い Lalbagh 植物園を訪れる事が出来ました。

ワイズメンズ国際協会は CO2 削減の対策資金として集まった

南部ではインドエリア会議が開催された Madurai へ旅をしまし

2,000USドルを、
マレーシアのペナン島で行われた、
マングローブ

た。
ここからは夜行電車で西の Kollam へ、南西インド区大会に

植林のための YMCA アジア・パシフィック同盟 (APAY) ユース

参加するために向かいました。
どちらのイベントも入念に準備されて

会合に寄付しました。YMI からの寄付は、
全コストの半分を賄う事

おり、
たくさんのクラブの方々とお会いする場となりました。私達が驚

が出来ました。ペナン島での APAY 全体会議では、会議の中立

いたのは、
クラブの役員交替が行われる際のマナーの良さと、名

性（カーボンニュートラル＝ある行為で出る二酸化炭素の排出量と

誉が与えられた人々の謙虚さです。交替式のテーマ色である白・

吸収量を同じにすること）
を保つためにも、参加者は登録に 15US

黒に対して、女性が身に着けていた美しいサリーがよく合っていま

ドル余分な支払いが必要でした。APAY は中立性保証料カーボ

した。幼い子供たちもこのテーマに沿った格好をしていました。

ンニュートラルサーチャージを、
マングローブ植林のコストの半分に
充てたのです。
ユース会合に参加していた 300 名が海辺に集まり、

Ponnani では私達のために、学校訪問やダンス教室、
Kerala
空手教室、
地元裁判所や漁港、
お寺、
障害者学校、
結婚式、
記者

泥の中にマングローブを植えていきました。
ペナン YMCA 及びペ

会見、歴史建造物の訪問や議員との面会など、
詳細なプログラム

ナン政府による支援にも感謝をしています。

が計画されていました。
とても目まぐるしいものでしたが、
数日間の間
にこれだけの事が出来て、
また地元の新聞が私達の訪問を取り
上げて下さり、
本当に素晴らしいものとなりました。
この旅はコーチン
で幕を閉じました。
コーチンではインドエリア大会に出席し、
国際会
長 Finn Pedersenさんと次期国際会長 Philip Mathaiさん、
イン
ドエリア会長 Isaac Palathinkal さんの就任を見届けました。
これ

多くの事業に向けた応募の依頼があり、
これ自体が中立と宣言
出来るでしょう。詳しくは以下のホームページの環境ページをご覧く
ださい。<www.ysmen.org> より詳しい事を知りたい場合には、
こちらにご連絡ください。
cblambir@ysmen.org.au
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ユース・ニュース
は道中もてなしてくださった方々のやさしさと寛容さを経験したこの

たです。勇気付けられ、
刺激を受け、
彼らと共に働く事が出来て本

旅の終わりにふさわしいものでした。
これからも全ての地区に根付く

当に恵まれていました。最後に、
簡潔に言いますが、
ユースインター

インドの生活の回復力に刺激を受け続けるでしょう。
インドの道路

ンでの経験はワイズメンズの活動を一層好きにさせ、
もっと参加し

交通と食 ―特においしいバナナ― を楽しみました。
インドのワイ

ていきたいと思わせてくれるものとなりました。私が任期を終えるま

ズの仕事は生き生きとした素晴らしいものです。

で、
支援し支えて下さった皆さんに感謝致します。本当にありがとう

この写真は Kunigal HIV/ AIDS 病院で、
医療スタッフと共に
撮影しました。

Y’
s ユース・ワールド ―
私の居場所
2010-2011 ユースインターン 橋崎真実

ございました。

ユースの努力報われる
デンマーク オルボアクラブ Svend Jorgensen
10 年前にオルボアワイズメンズクラブは、
Aalborg Child and
Youth Awardという賞を設立しました。
推薦状は 25,000 デンマー

私はユースインターンとして、
ワイズの活動のために、国際本部

ククローネ
（4,000 スイスフラン）
の価値がある賞を設立させた独立

で働く機会と特権を頂けた事を大変感謝しています。
これはイン

した委員会によって査定されます。
この賞は地元の子供もしくは

ターンの中で経験出来た全ての事に対する私の心からの気持ち

ユースの為のボランティアに尽力した個人もしくは団体に贈られま

です。

す。
今年はユース赤十字の議長であるKatrine Glinvad Nielsen

この期間で、
いくつか中心的に取り組みたいことがありました。

さんに贈られました。彼女はまだ 20 歳であるにも関わらず、
個人の

1 つ目は、
40 のチャーターされたユースクラブが活動を掲載し、他

時間を使いボランティアで赤十字の人道的活動で素晴らしい取り

のクラブやメンバーの方にも広く知ってもらえる場を作る事でした。

組みを行っています。
その結果、
オルボアグクラブは 250,000 デン

ユースクラブとは Y’
s ユース活動において中心核となる部分です。

マーククローネ
（40,000 スイスフラン）
をこの賞に提供しています。

そのため積極的な参加がなければ、
Y’
s ユースは成り立ちません。
その活動に注目がいくよう、
ホームページ <www.ysyouthclub.
webs.com>を立ち上げました。
これは皆さんに活気にあふれた Y’
s ユースクラブについて知ってもらうためです。
次に取り組んだのは、
ユースインターナショナルプロジェクトでした。
これには STOP TB プロジェクト, Environmental Issues プロ
ジェクト そして Japan Earthquake Support プロジェクトが挙げ
られます。STOP TB プロジェクトは成功しており、結核を持つ 14
人のケニアの子供たちに対し、
8 ヶ月間の治療を支援するための
Msamaria Mwema Children’
s Home Sponsorship プログラム
を発展させました。現在は 224 のスポンサーと1,000USドルを超え
る寄付が集まっています。
Japan Earthquake Support プロジェク
トも準備され、全 Y’
s ユース、
Y’
sMen と YMCA ユースによって
実行されました。毎月 11 日の午後 2 時 46 分には、祈りの日が行
われています。
キャンペーンロゴと歌もワイズユースによって作られ、
また新しいプロジェクトである HEIWA( 平和 )もアフィリエイトホー
ムページを使用し全世界へと発信される予定です。
3 つ目の取り組みは、既存・新規メンバーがボランティアとワイズ
ユースについて完全に理解をするための資料作成と、
ユースリー
ダーシップトレーニングの重要性を強調することでした。ユースリー
ダーを次期区理事リーダートレーニングに参加するという提案が国
際議会では強調され、
これが承認されました。
また開発された資料
も配られる予定になっています。
ユースインターンとして過ごした期間、世界各国のユースやワイ
ズメンリーダーの方々とコミュニケーションを取るのがとても楽しかっ

とにかくやろう、成せば成る

ワイズメンズワールド

2011/12年度 第1号
発行者：ワイズメンズクラブ国際協会
西日本区理事 浅岡 徹夫（近江八幡）
東日本区理事 河合 重三（富士）
国際編集長 Allan Wallington
日本語翻訳・編集責任者 野村 秋博（名古屋東海）
日本版翻訳者
倉田 正昭（京都） 谷川 寛（大阪センテニアル）
谷本 秀康（東広島）長尾ひろみ（宝塚）
青木 一芳（千葉） 後藤 邦夫（東京まちだ）
中田 靖泰（札幌） 今城 高之（横浜つづき）
村野 繁（東京目黒）
印
刷 ㈱三浦印刷所
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The future is now

Literally
into the moun第
70 回ワイズメン大会の地
tains on Saturday.

元の実行委員会では、
モットー
On Saturday afternoon the

committee are happy to
を
「これまでで一番の大会へ」
invite everyone to another

としました。
この 大 会 はノル
highlight. We will take our
guest to
a buffet in the2012
ウェー、
スタバンゲルで
“mountain hall” in Byrkjedal.

年 8 月 2 日―5 日に開催され
ます。

It will take approximately
1-2 hours by coach to get
there. The trip will include
sightseeing and each coach
will have its own guide.
Guiding will be in many
different languages. On
the way we will pass the
biggest rock fall in Northern
Europe.

WELCOME TO NORWAY!
IC 2 - 5 AUGUST 2012
IYC 30 JULY - 5 AUGUST 2012

In the “mountain hall”, with
set seating, the whole
Convention will be served
at the same time. We will
also entertain our guests
during the meal with
Norwegian folklore.

第70回ワイズメン国際大会2012
ノルウェー、スタバンゲル

The beST CoNveNTioN ever!
The local host commitWhat makes 国内でも最も
the Conスタバンゲルはノルウェーの石油の首都であり、
tee for the 70th Y’s Men

vention “the best ever”?

農業が盛んな地区でもあります。
トロックを含むリーセ
Planning
the 70th ConvenConvention have “the best プルピッ

convention
as their
tion we
follow the manual
フィ
ヨルドから ever”
30 分の距離にあります。
ローガラン郡にも観光
slogan when planning this

for the layout of the event,

客を楽しませる多くの魅力があります。
but we will also include
event. The Convention

will take place in Stasome new elements which
vanger, Norway 2nd - 5th
we are sure our foreign
何によって
となるのでし
ょうか？第 70
guests
will appreciate.
August 「これまでで一番の大会」
2012.

回大会を計画する際、会のプログラムはマニュアルに従いました
Stavanger is the oil capital

が、
トの皆さんが楽しめるよう新しい要素も取り
of 海外からのゲス
Norway and also
the
mainした。
city in the best agri入れま

cultural area in the country.
The spectacular Lysefjord
with the Pulpit Rock is only
ローガランの地元ワイズメンを含み多くのメンバーが海外から
half an hour away. The
のゲス
ト全員を、
金曜日の夜に開催される
「ホームディナー」へ
County
of Rogaland,
as you
can see, has a lot to interご招待します。
We can, with a great deal of
est our visitors.
involvement from local Y’s
Men in Rogaland, invite all
約 150 人の地元ワイズメンが、それぞれ 6 － 10 人のゲストを
our foreign guests to a
各家庭に招待します。
訪れた人々にはノ
ルウェーの暮ら
”home
dinner” on しをみて、
Friday
evening.

ノルウェーの家庭料理を楽しんで頂きます。料理は地元の食材
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www.ic2012.org

Everyone who has been
to a meal in the “mountain
Approximately
150 local
を使い、レシピは各家庭により異なります。
メニューはまだ秘密
hall” remembers
the atmosY’s Men will invite 6 to 10
phere
forever.
It
will be late
ですが、
皆さんが今までにない体験が出来る事を請け合います。
guests
each
to enjoy a dinevening before we return to
ner
in their home. Visitors
金曜日の食事の後はジャズの演奏で締めく
Stavanger. くりとなります。これ
will, as a result, get the
も大会の見どころの一つとなっています。
opportunity
to see how
Norwegians live and taste
some Norwegian home
土曜日は、
cooking.
The文字通り山の中へ
meal will be
prepared
using委員会は皆さまをもう一つの見どころ、
local raw
土曜の午後、
Byrkjedal
materials following the
の”
山の宴会場”
でのブッ
フェにお連れします。
preferred
recipe of
the host.
The
menu
is
a
secret,
but
バスで約１，
２時間の場所にあり、観光とガイドが付きます。ガイ
we can promise you an
ドは様々な言語で行われます。
途中ヨーロッパ北部で最大のが
exceptional
dining experiLook at our homepage
ence.
After the meal, the
け崩れの地も通る予定です。
on the Internet.
Friday evening will end with
The homepage address
a jazz service which will
is WWW.IC2012.org. The
be
another highlight
of the
“山の宴会場”
では椅子が用意されており、
大会も同時に行われ
HCC will bring
you news on
Convention.
this
site
twice
a month. Weォー
る予定です。食事の際はゲストのみなさんをノルウェーのフ
hope everyone will follow
クショーでもてなします。
the preparations for “the
best convention ever”
on
ここで食事をする人は、その雰囲気を一生忘れるこ
とはありませ
this Internet site.

ん。
この食事はスタバンゲルに戻る前夜に開催される予定です。

とにかくやろう、成せば成る
Contact Joar Oltedal on e-mail: joar.oltedal@lyse.net

