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論説

時計であれ発電機であれ、どんな運

動も十分な潤滑油がなくてはそのう

ち止 まってしまいます。コミュニケ

ーションこそは私たちの運動の潤滑

油です。本誌ワイズメンズワールドは、

世界の全メンバーに読んでいただけ

るという意味でユニークな存在です。

私は編集長として、寄せられる情報を全部読み、どれを

紙面に掲載するかを決める、幸いな立場に立っておりま

す。採用されない場合もあることはご承知ください。国

際事務所も全会員に情報を流す役目を持っていますが、

途中で滞ることがあります。

もしクラブの会報や区報に情報が載らないようでしたら

担当者にクレームしてください。

ワイズメンズワールドの機能は会員相互の学び・啓

発・喜びの共有にあると信じます。皆さんどうか活動の

新鮮な報告を送ってください。それによって読むに値す

る誌面を創ります。私たちの

運動がさび付かぬよう、コミ

ュニケートしましょう！

編集長ウオリー

国際役員選挙の結果

締切日までに 704通の有効投票があり

ました。遅れた投票は 23 通、無効投票

は 77 通でした。2006 年 10 月現在の加

盟クラブ数 1，602 に対して有効の投票

率は 44％、無効の投票も加えると投票率

は 49％でした。

Ⅴ・S・バシール氏が次の次期国際会長に選出されま

した。07 年 7 月にその任に就きます。

07 年 7 月に就任する新国際議員は、ヤコブ・クリステ

ンセン、ペーテル・ヴィラードセン（共にデンマーク）、

トマス・Ⅴ・ジョン、M・ラジャン・パニッケル（共に

インド）の 4 氏です。08 年 7 月就任の議員はシオニデス・

ドス・レイス・クリアさん（ラテンアメリカ）です。

本誌次年度第 1 号への投稿締切は 8 月 28 日です

国際会長から「過去半年の評価」

年間主題「愛を持って積極参加」

年間標語「06 年中に会員数 30，000
名を突破しよう」 残念ながら、会員

数は 1，000 名減りましたが、これは

アフリカ北西、フィリピン、アメリカ

南大西洋区からの 10 月現在の半年報

の国際本部未着による今年前半の一過

性の数字で、来る 4 月の半年報では顕著な増加が報告さ

れることを期待しています。

今年度会員増に顕著な貢献をされた区理事、地域会長

は国際で褒章すべく考えています。

昨年 11 月ワシントン D．C．での奉仕クラブ指導者大

会は、他の国際奉仕団体とワイズの比較、他団体の現状

理解の良い機会でした。特に関心を引かれたのは；－・

奉仕団体は規模によって大、中、小に分類されますが、

ワイズは中規模に属します。

・会員平均年齢は 50-60 歳ですが、ワイズは 57 歳です。

・負担金／会費は年間会員一人当たり平均 50 米ドルで

すが、ワイズは 34 米ドルです。

・本部スタッフ数は、中規模団体においては 20－30 名

ですが、ワイズは常勤スタッフが 3 名、非常勤スタッフ

が 1 名、ユース・インターンが 1 名です。

・中規模団体の会員数の 2005 年度の趨勢は、平均 10％
の減少、中には 30％の減少を示す団体もあります。ワイ

ズは、同時期に僅かですが伸びを示しています。

・会員出席率、予算については、ワイズは平均以上の数

字を示しています。

・定期刊行物：平均年間 4 回ですが、ワイズもこの数字

に達したところです。

この会議中でのハイライトは、開会式ボランティア・

非営利組織であることを唱道することの重要性、分団協

議、伝統の維持と将来への変革、我々の組織の歴史の有

効活用、組織としての主張を強化するためのメディア戦

略でした。

06 年度国際大会、国際議会、ユース・コンヴオケーシ

ョンは昨年 7 月、8 月に韓国の釜山で成功裡に行なわれ

ましたが、関係各位に感謝します。毎月国際会長として

のご挨拶を送って来ましたが、その半数以上に対して反

応を頂きました。

将来、もっと反応を頂きたいものです。国際会長緊急資

金援助について、支出の決断、実行、反省等につき責任

を明確にする必要があります（区理事か、部長か等）。こ

れについて詳細なガイドラインを作りたいと思います。

又、PR 資料特別委員会および歴史・史料諮問委員会を

も創設しました。

皆様のご協力とご献身を感謝しています。

チェ・ハンキ 国際会長

巻頭言 国際会長より

ご存知ですか？

ワイズユースはユースインターンの James Olle 君が編
集発刊しているユースワールドと言う独自のブリテンを持

っています。これはユースだけではなくワイズメンにとっ

てもすばらしい読み物です。どうぞ、IHQ のウェブサイト
上を開き、10 頁からなる最新刊をダウンロードして下さ
い。

愛をもって積極参加
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国際会計からのお願い 

会員数の報告と負担金の支払は常に問題です。2006／
7 年度前半期では、10 月現在の半年報の遅れと間違いが

目立ちました。報告が 4 回も訂正された事例があります。

クラブ会長さんならお判りのように、これにより部長、

区理事、エリア会長、国際レベルで余計な仕事が増えま

す。又、会員数の報告と負担金支払は正しい投票権決定

の基礎なので、その間違いや遅れは投票権の正当性を損

ないます。勿論予算上でも大きな問題となります。

『半年報締切は 4 月 1 日、10 月 1 日、負担金送金締切

は 5 月 15 日と 11 月 15 日です。絶対、絶対、絶対、お

忘れにならないように！』

若国境なき奉仕

この機会を得てワイズメンの皆様に

2007／2008 年度国際会長として私の

計画、考え、希望の一端をお話しでき

ます事を光栄に存じます。先ごろホノ

ルルで開催された年央会議は、次期地

域会長の方々の強い協力の意志を確認

できた実り多い会議でした。

有意義な議論を通じて、この一年を共にする素晴らしい

チームであるという確信と自信を私に与えてくれました。

国際議員の皆様と共に奉仕できます事を心待ちにしてお

ります。

我々、リーダーとメンバーにとって機会あるごとに

2007／2008 年度ワイズ運動の重要課題と取り組む心構

えをしておくことが不可欠です。我々が所属クラブ、部、

区、地域に対してだけでなく、ワイズ運動全般に対して

大いなる責任を負っていることに鑑みて、ワイズ運動と

私の優先課題について所見を述べたいと存じます。

私のテーマは「国境なき奉仕」です。国際憲法の「全

人類の為よりよき世界を築くべく」という目的に沿って

行動する剃二は、国境を越える必要があります。皮膚の

色や宗教に捕らわれることなく、必要とする場所に援助

の手を差し伸べなくてはなりません。ワイズメンズクラ

ブ国際協会が「国連経済社会理事会において特別協議資

格を持つ NGO」として認められたことからしても我々

は、国境を越えて奉仕を行なう資質を備えていると確信

しています。

国連において多くの NGO が我々のような特別協議資格

を持っており、今後は協力できるパートナーを見つける

ことも容易になるでしょう。現在、区は十分な役割を果

たしており国際レベルでも TOF という素晴らしいプロ

グラムがあります。

私の国際会長任期中の優先課題は Forward Plan に含

まれている要素の殆どを反映しています。

・EMC（クラブの新設、会員増強と維持育成）

・LT（指導者育成）

・PR（広報）

・CS（地域社会奉仕）

・YIA（若者の参画と活動）

上記の優先課題の詳細に関しては今後出版されるワイ

ズメンズワールドの中でご説明いたします。

親愛なるワイズの皆様へ

ラッセ・ベルシュテツト 次期国際会長

子供たちに玩具を

12 月 23 日、米国ミズーリ州、セントルイスのモンサ

ントファミリーYMCA においてシティー・ノース・ワイ

ズメン・ウイミンクラブ主催による恒例の無料クリスマ

スパーティーが開催され、貧

富の隔てなく 300名を超える

地元の子ども達が招待された。

ホットドッグ、お菓子、飲み

物をもらった子ども連全員が、

多くのゲームや余興を楽しん

だだけでなくメンバー扮する

サンタクロースと補助役の人

達からもお菓子の袋をもらっ

て大はしゃぎ。催しの最後を

飾って、非営利団体 Toys for 
Totsから提供された400以上

の玩具が子ども達にプレゼン

トされた。貧富の差を越えて子どもだけでなく母親、父

親、祖父母も楽しめるクリスマスの 伝統行事となった

このパーティーを地元テレビ局 3 社と新 聞社 1 社が報

道したことで大いにクラブのイメージアップ に繋がっ

た。 

ジョアン・ガードナー セントルイス市北

Y’s メン＆ウイメンズクラブ

次期国際会長の挨拶 世界各地からのニュース

愛をもって積極参加
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目標は達成できるでしょうか

ハワイからアローハー（こんにちは）。今年度の EF（エ

ンダウメント・ファンド）募金目標は 89，000 米ドルで

すが、半期を終えたところでアジアほか 4 つの地域とデ

ンマーク区から計 8，702 ドル、つまり目標の約 10％の

応募しかありません。しかし、例年 EF への貢献は後期

に集中しますから、目標は 100％達成できるものと期待

しております。

感謝や記念の献金により、EF の昨夏までの醸金総額

は 163 フ J ドルに達し、その運用による益金の一部が管

財委員会からワイズ運動強化のために投入されています。

近年は旧束ブロックへのワイズダム拡張に EF からの支

援が大きな効果を発揮しました。

フィル・サマー EF 推進国際事業主任

トン汁７００食（ワイズカップサッカー大会）

江東区には少年サッカー連盟がありますが、それは小

学校 4 年以上の為、3 年生以下のサッカー少年の為に江

東クラブがワイズカップサッカー大会をホスト、会場・

用具・賞品・トン汁・おにぎり等を用意し年 2 回行って

います。今回で 33 回目、今回は木場公園のグランドが

改修工事で使用出来ない為、海洋大学（旧商船大学）グ

ランドで行いました。選手 500 名、それに父兄、選手の

兄弟の約 1000 名以上が来場。本来は選手とリーダー、

職員にトン汁を提供、環境保全の為必ずドンブリと箸は

持参し持ち帰りを徹底。しかし 幼い選手の兄弟姉妹に

来られると断れず、今回も 700 食のトン汁をメネットが

作りました。大きな寸胴が 6 偶のコンロで炊き上がる様

は壮観です。

これからも、地域の少年少女の為にこのプログラムは

継続して行く心算です。

香取良和 関東東部部長（東日本区）

歳の市でワイズの大宣伝

歳の市でワイズの大宣伝

大晦日にキロフスクの文化宮殿で、当地の 5 つのワイ

ズメンズクラブが合同でフェアを開催しました。資金稼

ぎとワイズの宣伝との二兎追いです。ワイズメン手製の

小品を買った人に漏れなく「ワイズに歓迎」の冊子を贈

呈しました。入会希望者とのお茶会で、聖書と本誌ロシ

ア語版を朗読し、福引を楽しみ、讃美歌と祈りを共にし

ました。何人かの新会員が得られ、益金は援助を求めて

いる人々のために捧げられました。

ユリア・シェルパコヴァ ロシア RSD（PR／ASF）

YEEP の「家族に乾杯」

本誌 05／06 年度第 2 号所載の、ブラジルとカナダ間の

YEEP 交換の後日談。ヴイクトル・ロマン君が 06 年春

にブラジルに帰ると、カナダからのアリソン・ハースト

君がまだ彼の家にいました。その秋、前触れなしに、ア

リソンの両親（ヴイクトルのホスト）が息子に会いに

サンパウロまで旅行してきました。彼らは TOF の支援

先である地域開発センターを訪れて歓迎され、そこの木

工クラスの生徒が作った見事な飾り盆を土産に買いまし

た。 
ステフェン・ハースト カナダ ASD（YEEP／STEP）

YMCA・ワイズのパートナー関係

－組織的にも 折々の場面でも－

ワイズメンズクラブ国際協会と世界 YMCA 同盟とは、

永年に亘って緊密な関係を維持しています。これは誇る

べきことです。両者の代表たちは相互に密接なコミュニ

ケーションを保って、それぞれの組織の集会にも招待し

合って参加しています。両組織の協働に関する合意と相

互に支援し合う関係を表明する公式文書には、それぞれ

の組織の大会や公式な会合の折などに、揃って署名がな

されています。

世界 YMC A 同盟と

ワイズメン・インタナ

ショナルとの間に結

ばれた「協力関係の原

則」（The Principles of Partnership）の文書は先ず、1981
年に両組織の最高レベルの代表者たちによって署名され

ました。その後、殆どの地域・区・クラブのレベルで、

同じ文書（または同様趣旨の文書）に、各レベルの YMCA
代表者たちとの間で著名が交わされています。つい昨年

の 2006 年には、YMCA のラテンアメリカ・カリブ海同

盟とワイズのラテンアメリカ・カリブ海地域が、この「協

力関係の原則」文書に署名しています。

署名したからって、実際にはどうなるの？そのような

疑問もあるでしょう。もしこの文書がファイルの中で眠 

世界各地からのニュース YMCA 

愛をもって積極参加
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っていたり、壁に架けてあるだけだったり、主要なメン

バーに何も知らせずにおかれていたら、確かに見せ掛け

だけのものになってしまうでしょう。もし署名されてい

るのなら、この文書が本当にその意味をもつように、両

組織の関係者は実際に行動を起こすことが必要なのです。

ワイズからでも YMCA からでも、誰かが先頭に立っ

て協働を呼びかけるなら、‘美味しいプリンの見本’は

次々に湧き出てきます。地域での共同募金、青年プログ

ラム、多様性とジェンダーの公平を強調する活動、10 代

や成人のための職業訓練プログラムなどなど。そして何

よりも必要なことは、地域の YMCA プログラムを推進

しているその地域の人たち自身のボランティアの心なの

です。

最も大切なことは、‘深い溝の中で’起こることなので

す。 
YMCA もワイズも、お互いの益になることをすること

はできます。しかし、もっと大切なことは、この人たち

が仕えようとしている相手、その人たちの益になること

なのです。

レシェル・R・リーグ YMCA－ワイズ協働国際事業主任

タイの YMCA 財団ホーム

私たちは、ワイズ・アジア地域の SMIT 部（シンガポ

ール・マレーシア・インドネシア・タイ）の代表団とし

て、タイ・バンコックへの特別訪問を実施しました。タ

イ国チェンライのパヤオ市で実践している YMCA 財団

ホームの働きを視察するためです。このホームは、性的

搾取や人身売買行為から子供たちを保護しようと、今か

ら 13 年前に設立されました。このホームの子供たちは、

山地民族の出で 8 歳から 19 歳、男の子 8 人と女の子 38
人、‘生活資質改善計画’の支援を受けている子供たちで

す。 

貧困家庭の子、破壊家庭の子、エイズ感染の子などが

このホームに迎えられ、安心して暮らせる居場所、教育、

自立支援の多方面のネットワークが提供されており、み

んなが元気に長く生きられるようにと授けられています。

9 人のボランティアが働いており、近くの畑で米やニン

ニクを栽培して、そこから何がしかの生活資金を得るこ

とができるようになっています。私たちも短時間だった

けれど、お手伝いができて嬉しかったです。日本やタイ

の YMCA、バンコック・チェンマイ・チェンライなどの

ワイズメンズクラブや SMIT部がこの事業を支援してい

ます。

私たちは、また、チェンライの YMCA を訪問しまし

た。この地域に新しいワイズメンズクラブを設立するオ

リエンテーション・プログラムに参加するためでした。

20 人の新会員候補者が出席していました。神様の導きの

もと、2007 年の早い時期に発足できそうな希望の持てる

集会でした。

この集会は、SMIT 部長ウドンチャイ・サクルバナポー

ンの司会で、当地の YMCA 会長ソムブーン・パンニヤ

プロンクス氏と理事の方々がこれをサポートしました。

この会では、SEA（ワイズ・アジア地域南東アジア区）

のウン・ハク・ハイ理事（シンガポール）がワイズメイ・

インタナショナルの組織と様々な活動について説明を行

いました。

私たちのこの訪問の旅は、チェンマイ YMCA を会場と

して開かれた第 2 回 SMIT 部評議会と懇親ディナーへの

出席をもって終わりました。タイの皆様の素晴らしい導

きとおもてなしに、心から感謝いたします。

K．レッチマナン YEEP 国際事業主任

前進計画

現在の「前進計画」は、国際ワイズの 2005 年から 2008
年までの戦略計画です。私たちの運動を強化するのが目

的で、次のような目標を掲げています。もう一度会員の

意識を盛り上げ、国際の組織を見直し、自分の住む地域

の YMCA への奉仕を再確認し、ワイズの一般に与える

イメージを見直し、新しい地域にワイズ運動を押し広げ

ることです。

その重点目標は次の 6 つです。

①会員増強

②新しい新興国へのワイズ拡張

③リーダーシップトレーニングと組織再検討

④YMCA との関係強化

⑤地域での働き 
⑥ユースの参画

愛をもって積極参加

YMCA 前進計画
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ワイズのリーダーの人びとは、この「前進計画」の目

標を再認識していただき、目下、国際ワイズが目指して

いるこの目標で働きを押し進めてください。

ベンソン・ワプレ 直前国際会長

直前国際会長の出版

（Golden Thoughts）
2007 年 1 月 14 日、ケニア・ナイロビのナイロビ・セ

ントラル YMCA で 55 人の人が集まり、祝典が開かれま

した。この参加者の 85％は若者でした。直前国際会長

B・ワプレ夫妻が出席し、彼の著書、「新しい時代のはじ

まり － B・ワプレの黄金律」と題する本の出版記念

会でした。これは記念すべき日となりました。それはア

フリカにおけるワイズ運動をもう一度再生させる出発点

であり、1987 年に西アフリカ・ラゴスでのワイズ連動に

まで遡り B・ワプレの働きに触れています。彼はケニア

の農夫の両親の下で生まれ、80 代目の国際会長になりま

した。この偉業を達成したアフリカで初めての人物です。

彼のこの著書は、2006 年 8 月の韓国プサンでの 67 回

国際大会で紹介されました。今回ケニアにて再度紹介さ

れましたのは、この本が世界のワイズメンに広く読まれ

ることを願ってのものです。この売り上げ金の一部はワ

イズのユースの活動支援に使われます。

トウンジ・マキンデ YIA 事業主任兼本誌副編集長（アフリカ）

嬉しいレシピ

多くのクラブが子どもたちのパーティーを催しますが、

サンパウロのウイラブル・クンビカクラブは、パーティ

ー成功のレシピはこうだと確信しています。

このレシピによりグアルルホスコミュニティーセンタ

ーでのパーティーは大成功でした。約 150 人の子どもた

ちが終日楽しみました。この催しに近隣の会社、YMCA
職員、ユースボランティア、学生の方々の協力を得まし

た。 
ダニエラ・ビレス ブラジル RSD(TOF)、ラテンのユース代表

一組の笑顔のリーダーをベースに…

…子どもたちを加え… 

…多量の食べ物、 
飲み物を用意し… 

…音楽と混ぜ合わせ…

…風船や…

…仮装行列で飾って…

…仕上げに全員にプレゼント

を渡します。

若者を讃える

オーストラリア・カンガルーフラット Y サービスクラ

ブのモットーは、「若者と YMCA と地域社会を支援する」

です。最近も当地ベンデイゴの有望な若者たちを物心両

面にわたり支援してきました。列挙すると、エミリー・

ジョーンズ（体操選手）、ジョリー・マクドエル（ダイバ

ー）の全豪選手権への参加。プリン・シャーウッド（ホ

ッケー部員）の海外派遣。エイミー・スパーク（宇宙飛

行士志願者）の宇宙オリンピックへの参加。昨夏韓国で

のユース・コンボケーションに参加する若者 3 人にも旅

費を援助しました。

ヘレン・シヤロック カンガルーフラットクラブ

山頂のワイズメン（表紙の写真の説明）

ベッテイルとマルガレータのヴァレル夫妻はワイズ歴

30 年以上。定年後ヒマラヤのトレッキングガイドになっ

て、毎年スエーデンの一団を引率し、チベットの高峰を

踏破しています。昨秋はネパール東部に入り、エベレス

トのすぐそばのカラパッタル（5545m）に登頂しました。

前進計画 世界各地からのニュース

愛をもって積極参加
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山頂にワイズのバナーを取り付けたのはもちろんです。

ベッテイル・ヴァレル ウルリセハムクラブ（スエーデン）

横浜－Y3 チャーターナイト

2007 年 1 月 13 日（土）、ワイズユースクラブ第 1 号

として国際より認証を受けた横浜一 Y3 クラブが、横浜

市内でチャーター祝賀会を開催した。この快挙はこれま

でユースクラブの設立に係わってきた多くの方々の長年

に亘る努力の結果である。2 月 12 日現在、私のところに

は横浜－Y3、姫路－Y3、並びにピースコリアから 3 通

のユースクラブ設立申請書が届いているが、現在も多く

のユース達がユースクラブの設立を目指して奮闘してい

ることと思われる。私が任期を終える前にはもっと沢山

のクラブ設立の申請書が届くことであろう。

ユースワールド 2007 年

春季版が刊行された。以下

に、主要なニュースを紹介

する。

ユースコンボケーショ

ンについて：ユースワール

ドの 9 頁には世界の 8 エリアで開催されるユースコンボ

ケーションのプログラムの詳細と連絡先などが掲載され

ている。ダウンロードしてクラブのユースにお渡し頂き、

参加を奨励して頂きたい。

ジェームス・オッレ ユース・インターン

エイズ防止キャンペーン

1．UGP－HIV／AIDS 防止キャンペーンについて：こ

のプログラムはユースに任せてみよう。彼らはきっと効

率的にやり遂げるであろう。このプロジェクトの目的は

100 万人の人たちに接触し、彼らに AIDS 防止のメッセ

ージを伝えることであり、活動の方法は目的に合致する

よう工夫されたクイズ形式の問題集を作成し、これを学

校や大学の生徒間で有効に利用する。これによって、

AIDS 防止に対する活発な議論や対話が学生、スタッフ

はじめ知人や家族間で長期的に開始されるきっかけとな

る。このプロジェクトによって、ワイズメンのメッセー

ジが 100 万人の人々に届くことになり、回答の分析結果

からこの間題に対する若者の関心度もわかり、次年度以

降のキャンペーンの進め方を調整することも可能になる。

2－1 インドでの活動事例（1）：インドエリア会長のⅤ．

S．Bashir は Kottarakara で SYNAPZ というプロジェ

クトを立ち上げ、南西インド区の 250 人のリーダー達に

問題集を配って、クイズに挑戦させた。

2－2 インドでの活動事例（2）：Kazhakkotam Metro
クラブは‘AIDS FREEINDIA’というウェブサイト上

に問題集を掲載し、クイズプロジェクトをスタートさせ

た。若者達からは大きな反響があり、ユースのキャンプ

でも、積極的に活用され、この活動にユースを巻き込む

上で貴重な資料となった。

P．S．ラケシュ エリアユース代表（インド）

2007 年央会議のハイライト

ハワイ区理事や多くのリーダー、地元クラブのホスト

により、ワイキキの美しい環境のなかで年央会議は開催

されました。まる一日の国際執行役員会議と次期エリア

会長研修が一日そして 4 日間の年央会議の計 6 日の会議

が友好的な雰囲気で行われました。その雰囲気は地元ワ

イズ達の提供してくれた夕食時の交わりやカルチャープ

ログラムにも引き継がれました。会議にもワイズ精神を

もってのぞむことができ会議に参加した者が世界家族の

一員であることを感じました。会議の成功はその積極的

な議論や提案の結果であり、チェ・ハンキ国際会長は彼

の主題の「愛をもって積極参加」の通りに我々仲間の人

間としての愛といたわりの大切さを強調しました。ラツ

セ次期国際会長も彼の次期主題「国境なき奉仕」のごと

く、障害物をのりこえ、偏見をなくして奉仕する事を勧

めました。この事も全ての人間に対する愛を意味してい

ます。07 の国際議会に提出される多くの重要な提案があ

り、詳しくは議事録に載せられますが、以下にいくつか

提案を紹介したいと思います。

●ワイズ国際協会におけるパワーバランスを議論し決定

するときにはっきりと民主主義と権力とは何か識別

することが重要である。

●ワイズメンは政治組織ではなく奉仕団体であり権力を

行使するのではなく、奉仕する組織である。

●パワーバランスを議論し決定する時にはその課題につ

いて話し合うべきで、人格や個人的関係などを混同す

べきでない。

●国際憲法の変更にともなうような動議に関しては国際

議会開催の最低 90 日前には文章で国際議員にだされ

るべきでその動議には具体的にどこをどのように変

更・修正をするのか、又何を提案し、なぜ提案するの愛をもって積極参加

ユース
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かの意向をはっきり明記すべきである。

●特別国際会費に関しての計算式は年央会議出席者の合

意を得て、国際議会に提案し、承認を得る予定である。

●ウェブサイトの向上に関する検討委員会はウェブサイ

トの近代化をまもなく開始できる予定で、それは（a）
一般の方への広報的な道具として（b）会員、リーダ

ー、クラブなど内部での活用のためにできるだけ多く

の情報が提供できるように。

●我々の運動に他の信仰をもった人達を迎えるために国

際協会はそれらのキリスト教以外の信仰者も迎え入

れることの声明を用意することが重要である。

この様に会議は建設的な議論を必要とする内容ですの

で、07 国際議会では重要な取り組みがまっています。

ロランド・ダルマス 国際書記長

ワイズ農場がオープン

昨年、日本の甲府ワイズメンズクラブはクラブ会員が

所有している 0．4 エーカーの耕作地を活用して農場を

オープンさせました。この農場では会員達が数十種の野

菜などを農薬を使わずに栽培しています。昨年の夏は自

分達で栽培

した材料で

調理会を行

い特別のナ

スカレーを

作りました。

秋にはＹＭ

ＣＡの託児

所や保育所

の生徒と両親達が一緒になって芋ほりを楽しみました。

YMCA のバザーではご近所の人達は朝とったばかりの

新鮮なキャベツや大根が安く買えて喜んでもらいました。

このワイズ農場は野外でも会員同士の交流に役立ってい

ます。

仙洞円安宏・東日本区あずさ部広報事業主査

競馬でワイズを PR

オーストラリアのエチエカでは年に 12 回競馬があり

ます。エチエカ Y サービスクラブはこれを資金作りに活

用しています。伺クラブは各レースの後、痛んだトラッ

クの補修を請負い、その謝金をクラブのファンドにしま

す。競馬は全国中継放送されますが、年 1 回はワイズメ

ンハンディキャップという名がついているのです。何と

よい PR 方法でしょう！

ブライアン・ウイルズ エチエカ Y サービスクラブ（豪） 

木こりワイズメン

フィンランド・カタヤイセソトクラブは当地の YMCA
スカウト（少年団）のために独特の奉仕をしています。

同クラブはヘルシンキ郊外に 10 エーカーの森地を所有

しており、そこにスカウト用にキャンプハウスを建てた

のです。

そこには電気も他の暖房手段もないので、古い薪ストー

ブを使うしかありません。クラブでは毎年数日の奉仕日

を定め、暖房用の薪を作ります。この冬も会員たちは 2
日間森に滞在して作業しました。

エスコ・ヴュプセ カタヤイセットクラブ（フィンランド）

言葉の素晴らしさ

カリフォルニアのパロマークラブは過去 4 年間、エス

コンデイドのロー

ズ小学校 3 年の子

どもたち一人一人

にウェブスターの

辞書を贈ってきま

した。生徒の多く

はラテン系で、家

庭ではスペイン語

なのです。そうい

う家庭のために、

クラブは 2 冊目の辞書（英西・西英）

2124m $lO.000. Open. Apprentices can claim

1 32857 KEHUNGA,6(W)Ms L Bonella R Cartwright 58 5.OO

2 35636 DODGYBOY,9(tdtw) D M Noonan N Rawiller 57.5 6.00

3 07990 ALBORAK,5(W)B O Cox L Nolen 57 11.00

4 06s76 HOOF'NIT,7(W)Ms T Panon M Gatt 57 15.00

5 90475 SENOR DE LAGO,10(d)Rtcky Maund W.Heman(a,2) 57 5.00

6 005O9 LEGENDOFACE,4 (tcw) MJ Cerchl S Tsaikos 55r5 15.00

7 75235 VPOLET PONDS, 3 (W) l W Lister J Anstice 55 ★4.00

9 396O5 PETITEuLLE,1 (tw)Ms J Bird A Mallyon(al.5) 54 9.OO

705sO FIAGING RHINO, 2 Ms L Proctor L Cottey 54 21.00

愛をもって積極参加

愛をもって積極参加

国際書記長報告 世界各地からニュース
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を贈ります。これで両

親が子どもの宿題を

見てやれるというわ

けです。今年は生徒用

に 200 冊、家庭用に

80 冊を贈りました。

ある生徒から

の礼状をご覧く

ださい。

「ワイズメンさ

ま、じしょをどう

もありがとう。と

てもやくにたち

ます。ママはスペ

イン語なのでた

すかります。 い

いたいことばがすぐみつかります。あなたは YMCA の

ボスですか？あなたのともダヴイド」

ジューン・クラーク パロマークラブ（米） 

私たちは 2 つの世界に住んでいる

私たちのほとんどは衣食住に困らず、子どもたちに教

育を施しています。富んだ側の世界に住んでいるのです。

もう一つの側の世界には全人類の半数の人々が 1 日 2 ド

ルで生活し、約 10 億の人は 1 日 1 ドルで暮らしていま

す。誰しもましな生活をする権利があるというのに。私

たちワイズメンはイエス・キリストの教えに従って、飢

える人に食べ物を、裸の人に着る物を用意せねばなりま

せん。

世界には貧しい人々のために尽力している人がいます。

その一人はバングラデシュで 1976 年に、42 人の職工に

27 ドルのポケットマネーを貸しました。彼の名はムハン

マド・ユヌスといいます。2006 年のノーベル平和賞は、

彼と彼の始めたグラミン銀行とに贈られました。貧しい

人々の自立のためのマイクロ・ローンが授賞の決め手と

なりました。

このローンの借り手の 90％は女性です。女性のほうが確

実にローンを生かし、返済し、自立に役立てているので

す。 
貧困との戦いは際限がありません。今後 10 年、20 年

と世界各国はこの問題に取り組む必要があります。ワイ

ズの BF 代表となった人は、まず訪問国で TOF 支援先を

視察したことでしょう。ワイズメンの皆さん、インター

ネットで www．nobelprize.org を開き、受賞者を紹介す

るスピーチを読んでみてください。きっと心を打たれ、

TOF にもう少し余分の貢献をしようと決心なさること

でしょう。

ピーター・ギルバート キリスト教強調国際事業主任

チェンマイの花売り子たち

最近タイのチェンマイを訪ねた夫と私は、3 年目とな

るチェンマイワイズメンのチャリティーコンサートに参

加しました。これは当地の YMCA のストリートチルド

レンプロジェクトを支援する催しです。

チェンマイの「花売り子」は 5 歳から 17 歳の子たち

で、宵の街頭で 1 本 10 バーツのバラを売り歩き、一晩

かかって 300－500 バーツ売れたら売り上げの 20％（2
ドル前後）を家に持ち帰るのです。家のない子、山岳少

数民族や周辺の隣国の子どもたちなどです。

コンサートでは

花売りの少年少女

たちが歌いました。

「先生が私におっ

しゃいます、お母

さんについて作文

を書きなさい」し

かしそれは難しい。

私には母がいない

のです。「お母さ

ん！聴いてくださっていますか。あなたがどこにいよう

とどなたであろうと、私は良い子でいます。どうか私を

慈しんでください」 この悲痛な歌唱のあと、子どもた

ちは聴衆の一人一人に 1 輪のバラを手渡します。チェン

マイワイズメンズクラブと YMCA は他の団体と協力し

て、この子どもたちに基礎教育を受けさせ、人権を守り、

職業訓締や健康チェックを与えています。このプロジェ

クトはこうして、さもなければ放置されたままの子ども

たちを守るために奮闘しているのです。

ベヴアリー・オルセン ハワイ・東力ウアイクラブ

エカテリンブルグ後日談

ロシアのエカテリンブルグ・ワイズメンズクラブのエ

イズ・麻薬防止プログラムは「ワイズメンズ・ワールド」

の 2005／06 年第 1 号で特集されました。その後の経緯

をご報告します。

このプログラムの実行委員はいずれもこれほど大きな

公共奉仕の経験はなく、40～50 代で家族と仕事を持ち、

多忙です。多くの人々がこの間題で私たちを助けてくれ

ました。学校当局はあまり気乗りのしない態度でしたが、

世界各地からのニュース キリスト教強調

愛をもって積極参加
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現場の先生達はもっと積極的に協力してくれました。

学校との協力が最もうまくいった例は、エカテリンブル

グ市近郊の小都市シセルトの例です。多くの家族では両

親が大酒飲みだったり、片親が入獄中だったりしていま

す。そういう家庭の子供は才能を伸ばす機会が充分にあ

りません。エカテリンブルグへ行くこと自体大問題なの

です。シセルト周辺の小村となると事態はもっと深刻で

す。人々は失業しているか、あるいは僅かな給料しかも

らえない企業で働いています。親には子供を学校へ送る

金がないのです。数年前にシセルトに職業訓練校が出来

ました。そこの先生たちは薄給にも関わらず子供たちの

ために献身的に働いています。

オルガ・カチシェーバ副校長によれば、過去に一人の

少年が麻薬をやっていることが分かりました。少年は家

庭に困難な状況を抱えていました。我がクラブは早速麻

薬防止のパンフレットとポスターを送りました。担任の

先生と教会の牧師が少年と話し合い、二人で少年を厳し

く注意深く見守りました。副校長によれば、少年は今で

は麻薬をやめ、大学入学の準備を始めたそうです。我が

クラブは今、この学校のためにスポーツ用具を集めてい

ます。11 月には、エカテリングルグでユースクラブのた

めのセミナーを開き、この学校からも生徒を招きます。

我がクラブのユースクラブ「フェスティバル」は夏に年

長の生徒も招き、協力して市民のための奉仕活動を行う

計画です。大人が愛情溢れる態度で常に注意し警戒を怠

らなければ子供たちの麻薬依存は防げると信じます。

オルガ・アザリアン エカテリンブルグクラブ（ロシア）

世界エイズ・デイをインドで実施

インド・アツレッピー部でワイズメンは世界ワイズ・

デーが守りました。最大の効果をあげるために、ワイズ

は全国盲人協会、ケララ州エイズ抑制会、コイル市ロー

タリークラブなどの支援を仰ぎました。

アレッピー駅とその

周辺で終日、意識覚醒プ

ログラムを行いました。

赤いリボン着装キヤン

ペインとポスター展示

を 8 時 45 分に始めまし

た。司会はアレッピー駅

長ロビンソン・ジョン氏でした。

乗客にリボンを付けるジョセフ委員長世界中でエイズへ

の闘いの象徴である赤いリボンを駅の昇降客に配りまし

た。その中には外国からの観光客もいました。エイズへ

の警告と予防のメッセージを伝えるポスターがプラット

フォームに展示されました。TOF 実行委員長のジョーシ

ー・ジョセフが駅で乗客に赤リボンを付けました。乗客

も関係者もエイズと闘うことを誓い合いました。

1．5 キロに及んだ「人間の鎖」

その後、アレッピー地区の社会・政治団体、文化団体

の人々が 1．5 キロの長さの「人間の鎖」を作りました。

ろうそくを灯しての祈りが午後 5 時半に始まり、他の団

体や NGO の人々も積極的に参加しました。最後に参加

者全員がろうそくを灯してエイズと闘う誓いを新たにし

ました。地域のあらゆる階層の人々にエイズの蔓延を阻

止する大衆運動を呼びかけ、1 日の運動は午後 6 時半に

終わりました。

ジョシー・ジョセフ IBC 国際事業主任

エリアの計画と念願

年央会議は国際協会の働きを通覧し、次への計画を立

てる目的をもっています。また、次期エリア会長の研修

の機会でもあります。各（次期）エリア会長に、迎える

任期への抱負を語っていただきました。

アフリカ

ジンバブエと南アフリカヘのエクステ

ンションに努力する。6 月にエリア大会

とユースの集いを開催する。エジプトの

クラブをゴ古性化させる。

AP クンレ・デラノ

アジア

「ワイズメンの旗の下に集まり、旗を高

く掲げ、堂々とはためかせよう」。旗は我

らの理想。風向きはこの理想を実現させ

る方向を示す。社会奉仕活動に力を入れ、

ワイズのない国にクラブを作り、エリア

内会員 1 万人を目指そう。

APE 藤井寛敏

世界共通プロジェクト

愛をもって積極参加
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米国

役員研修、特に部長の研修を充実させ

る。部長が EMC、LT、クラブ指導に果

たす役割を理解するよう、全国各地で研

修会を開く。 
APE フレッド・レオナード

ヨーロッパ

前任者からの継続を大切にし、EMC、

特に新参凶のクラブの強化、区と区の連

携、キリスト教強調、YMCA との協力に

力点を置く。2008 年国際大会（デンマー

ク・ヘルニング）に皆様を歓迎したい。

APE アンネマリー・ヘルツーイェンセン

カナダ

私の目標はまず MC、そして E だ。カ

リブ海区を無事にカナダエリアに編入さ

せたい。LT とコミュニケーションに力

を入れ、任期中に全部の区を訪問する。

APE ビル・アーウイン

インド

次期のエリアテーマは「奉仕の中の兄

弟愛」。強調点は奉仕・拡張・兄弟愛・研

修・計画。インドエリアはクラブの CS
活動が充実している。よい計画のもと、

奉仕・研修・拡張に励めばエリアテーマ

が達成されよう。

APE ジョージ・タラカン

ラテンアメリカ／カリブ海

優先度はまず C（会員意識向上）、そし

て M（会員増強）。よりよい社会奉仕を

するために。そして「コミュニケーショ

ンが鍵」。カリブ海区をカナダエリアに移

管手続き中。 
APE アドリアン・A・プロレス・コンハ

南太平洋

わがエリアは今年ソロモン諸島ホニア

ラにYサービスクラブをチャーターした。

さらにエリア内に新クラブを発足させた

い。ベンデイゴに最初のユースクラブを

設立中。IBC、PR、ユースにも力を入れ

たい。

APE コリン・ランピー

ミツドイヤーの役員会

（年央会議）を主催して

今年 1 月の年央会議はホノルル・ワイキキで行われま

した。

区理事フィル・サマー、

リソク・ロー部長、区の TC
事業主任レイ・セトにとっ

ては忙しくもあり又楽しい

7 日間でした。そして彼ら

は、代表者たちの空港ヤク

食会への送迎を、精力的に又気持ちよく務めました。

15 人の代表者たちは、昼間は真剣な討議の集まりを持ち、

夕食時には打ち解けた歓談の時を過ごしました。世界の

地域を代表する役員たちは、医師・弁護士・教授など様々

な職業を持つ人達でしたが、夕食の序では肩書きを離れ

て仲間であり、知性と心遣いに満ちており、国際団体の

素晴らしさを体験する機会となりました。

この集りでの特筆すべきことの一つは、ワプレ直前国

際会長（ケニア）の妻メアリさんが、所属のテイカクラ

ブと私たちセントラル Y サービスクラブ間の IBC 締結

を証明する書類を披露したことでした。今や我がクラブ

は北西 Y サービス、ウエストチェスター、京都パレス、

ソウル、ベンデイゴ Y サービス、そしてテイカの 6 クラ

ブと兄弟クラブを締結しています。（北西・ウエストチェ

スター・ベンデイゴ・セントラルは IBC 四角形です。）

レギー・タカキ ハワイ・セントラル Y サービスクラブ

韓国・スリランカの Y’s メネット

協同プロジ工クト

スリランカでは 34 年にわたっ

て、様々な障碍を持つ若者を対象とした「サンシャイン

キャンプ」が行われてきました。2006 年 8 月にはデヒ

ウェラ YMCA は Y’s メネットクラブの協力を得て、500
人に及ぶキャンパーとヘルパーの集いを計画しました。

Y’s メネッ

トと Y のユー

スリーダーが

食事を準備し

ました。デヒウ

ェラク ラブ

と同メネット

クラブは、食料

愛をもって積極参加

年央会議 メネット

愛をもって積極参加
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の調達など積

極的に役割を担いました。土曜日の朝食と昼食は、ユー

スクラブと Y’s メンズクラブが分担しました。

キャンプファイアでは、伝統的な踊りが披露され、日

曜日のフィナー

レは思い思いに

着飾ったキャン

パー達によるパ

レードがありま

した。バンドの演

奏、また有名な俳

優や歌手の参加

もありました。

最高の演出は、ソウルの西部ハンヤン Y’s メネット

クラブがデヒウェラのメネットクラブと協同して、キャ

ンパーー人一人に対し、またパレード参加の優秀者に対

して贈り物をしたことです。経費 370 米ドルの 75％を

ハンヤンメネットが負担しました。

カリル・デジルワ メネット事業主任（スリランカ）

2008 年国際大会 デンマーク・ヘルニング

「国際大会の準備はジグソーパズルに例えられる。今は

外側ができたところで、これから内側の 7，8 千ピース

を埋めていくことになる。」 これは大会準備委員長ペー

テル・レールの最新の状況報告です。ストールオー部内

の全クラブが準備委員会の作業を分担し、準備を円滑に

進めています。

大会はヘルニングのコンベンションセンターで開催さ

れます。開会式ではクラブのあるすべての国の旗が入

場・行進し、ワイズの国際的連帯を表します。デンマー

クで国際大会が開かれるのは、1986 年のオーフス大会以

来 22 年ぶりのこ

とになります。

大会の期日は

2008 年 7 月 31
日から8月3日ま

でです。

参加の皆さんは、

デンマークの文

化に接し、田園風

景に浸ることに

なるでしょう。大

会前に国際議会

が開かれ、ユー

ス・コンボケーションは大会と併行してハンメルム農大

で行われます。

この大会のホームページ www．ic200＆ysmen．dk を

ご覧になれば、準備状況が手に取るようにお分かりいた

だけます。

ウェブマスターK．E．ハンセンが絶えず更新しており、

大会開催中は、参加できない方にも大会の進行状況を味

わっていただくことになるでしょう。大会が成功するよ

う、応援よろしくお願いします。

オウレ・ブルーメ 2008 国際大会広報担当

大会準備状況をチェックするラ

ッセ・ベルシュテット次期国際会

長（左手前）と大会準備委員たち
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