
 

 

 

 

 

 

このニュースは、1 年を通して、毎月の寄稿記事や最新状況の報告によって、YMI 会員の皆さまに情報をお伝

えするためのものです。このニュースをお受け取りになった際には、できるだけ多くの会員の皆さまに転送いた

だければ幸いです。メンバーは、何も受け取らないよりも、重複して 2部を受け取る方が良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆さまへ 
 

私たちは今、興味深い時代に生きています。新型コ
ロナウイルスのパンデミックのために日常生活での
制限が増えていることへの対処について多くのこと
を学びながら、私たちは、生き方を調整してい 

ます。私は、このウイルスが
消え去り、また、ウイルスの
ワクチンが出来、会議や活
動の計画を再び実行できる
ことを願っています。 

パンデミックにもかかわらず、ワイズメンズクラブ国
際協会（YMI）は、非常に順調に運営されています。
バーチャルな活動は、これまでになく良く行われて
います。多くの会議、委員会、タスクフォース、ユー
ス、就任式、祝賀会そして 2020 年度の国際議会も
すでにバーチャル会議（テレビ会議）で行われてい
ます。もちろん、個人的に顔を合わせて社会的生活
に参加できるような普通の生活を行なえるようにな
ることを期待しています。その日は、いつかは来る
でしょうが、いつなのかは誰にもわかりません。 

 

クラブ会長の皆さまへ 
「Tell a Good Story」（Ｐ3）は、私たちの生活の中で
重要な役割を果たしています。私たちは皆、新しい
物語を探しています。 

あなたのクラブで、他のクラブのメンバーに興味を
持ってもらえるような活動の話を聞きたいと思いま
す。150～200 語（英語で）記事を書き、写真を数枚
添えてください。ＹＭＩウェブサイトの IP ページのリン
クを使用して、編集者のアラン・ウォリントンに送信
してください。 

私たちは皆、様々なクラブの活動の話を聞くのを楽
しみにしています。 

 

 
 
 
 
 

ジェイコブ・クリステンセン 

2020-21 国際会長 
 
 
 

強調月間 –EMC(エクステンション・会員増
強・維持啓発) 
 
EMC の国際事業主任として、私
の務めについて少しお伝えいたし
ます。私のヨーロッパ地域会長時
代のテーマは「笑顔と親睦は手を
取り合って歩む」でしたが、ここで
は、それをエクステンションと会員
増強・維持啓発の業務に活かした 
いと思います。私は、ワイズメンが幸せで快適な
クラブ生活を送っていることが非常に重要だと感
じています。新入会員を獲得したいのであれば、
彼らを鼓舞し、やる気を起こさせなければなりま
せん。笑顔と会員であることの誇りに勝るものは
ありません。クラブが正しく機能していなければ、
会員の維持は、絶望的なものになります。 
私にとって「C」は、コミュニケーションとコンサベー
ション（会員増強・維持啓発）を意味します。メンバ
ー間の会話は、適切で人間味があることが必要
で、クラブは、まずは会員間の友情を育て、その
後に成長すべきです。クラブの中ではお互いのこ
とを大切に考えなければなりません。病気や事故
や他の問題の際に、クラブ会長や親しい友人は、
頻繁に接触して、彼/彼女が孤独を感じないよう
にしなければなりません。会員が亡くなった際は、
遺された配偶者の世話をしなければなりません。
ワイズメンのネットワークは、すべてのメンバーに
とって、すべての場合において黄金の価値があり
ます。私は、すべての人に、この交わりを得るた
めに努力し、私たちの信じられないようなこの運
動に参加するように他の人たちに働きかけること
を訴えます。私たちは心で繋がるワイズメンであ
り、イエス・キリストは、私たちに隣人を愛すること
を教えてれました。私たちは、ワイズメンとして一
人で歩むのではないということを意味しています。 
あなたの笑顔で世界を変えましょう - しかし、世
界があなたの笑顔を変えさせてはなりません。 

ウルリック・ローリゼン 
 ヴァイレ 2ワイズメンズクラブ 

 
EMCのチラシは、ここからダウンロードできます。 
 
 
 
 
 

 

国際会長ニュース

通信 命の川を信じよう 

第 3号 2020年 9月 
国際会長 ジェイコブ・クリステンセン  

https://www.ysmen.org/about-us/structure/international-president/
https://www.ysmen.org/about-us/structure/international-president/
https://www.ysmen.org/about-us/structure/international-president/
https://drive.google.com/file/d/15Qkc9UhG1tnmPD5Hum1r5CWa0IAOXOCP/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う」 

 

ＩＨＱニュース 
 

＜会員増強 100 日間キャンペーンに参加し
ましょう＞ 

チャレンジ 22の一環として、クラブや区が 9月 1日

から 12 月 9 日までの「第 2 回会員増強 100 日間

キャンペーン」に参加することをお願いいたします。

昨年は、キャンペーンを通じて、1,600 名の新規会

員獲得に成功しました。今年は、3,000 人を目指し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョホールイーグルクラブ（南東アジア区・マレーシア）のチ

ャーター 

 

このキャンペーンは、私たちが一丸となって広報活

動に取り組む機会であると同時に、近くにいる友人

や遠くにいる友人たちと繋がる機会でもあります。2

年後に私たちの運動は、100周年を迎えますが、そ

れまでに 100か国で 5万人の会員数に到達するこ

とを目標としています。目標を達成するためには、

24,000 人の新会員をクラブに入会させ、30 カ国

での活動を開始する必要があります。これは、すべ

てのクラブ会員が、自分のクラブ（または世界中の

クラブ）に入会してくれる新会員を 1 名見つけること

で、キャンペーンに協力していただくことによって初

めて達成することができます。また、すべてのクラブ

が自分の地域社会または世界中のどこにでも新ク

ラブをひとつスポンサーするよう要請されています。 

クラブ会員は、このキャンペーン期間中に、配偶

者、子供、または孫にクラブ会員になるよう奨励す

ることを検討してください。その他の新規会員候補

者メンバーの中には、YMCA や私たちのミッション

と関りのある他の NGO も含まれます。 

 「2022 年に向けて」（Towards 22） の目標を達成

することは、私たちの運動にとって歴史的な成果と

なるでしょう。これは、すべてのクラブ会員の参加が

あれば可能なことです。 

このキャンペーンを支援するために、国際議会は、

すべての配偶者が会員になる場合および 26 歳か

ら 35 歳までの若者が会員になる場合の国際会費

を減額しました。この特別割引は、2022-2023 年

度の上半期まで有効です。ご質問がある場合は、

区理事か、ihq@ysmen.org までご連絡ください。

今、ともに行動いたしましょう！ 

＜YMI年次報告書＞ 

YMI の 2019/20 年版年次報告書が発行されまし

た。こちらからダウンロードできます。 

＜物品（ワイズグッズ）＞ 

YMI の物品担当者、事業主任その他の関係者よ

る特別会議が 8 月 27 日に開催されました。会議

の目的は、規格の統一、デザインの刷新および各

地の「ストア」を通じてカタログ、各種物品の供給の

調整を行うことでした。。詳細は、まもなく IHQのウ

ェブサイトに掲載されます。 

 

 IPニュースの読者の皆さん、 
こんにちは！ユースプログラ
ムアシスタントのトン（Tong）
です。皆さんの中には、私の
名前を聞いたことがある人も
いるかもしれませんが、そう
でない人もいるかもしれませ
んので、ここで自己紹介をさ
せてください。 
私の名前は、プラピンポーン・フォンタドシリクルで
すが、どうぞトンと呼んで下さい。私はユースプロ
グラムのアシスタントとユースワールドの編集者と
して働いています。昨年 12 月からワイズメンズク
ラブ国際協会で働き始め、今は、タイのチェンマイ
にあるサテライトオフィスを拠点にしています。私
がボランティア活動に情熱を持っている理由は、
YMCA やワイズメンの中で育ったからです。私は、
人およびどうすれば人を助けることができるのか
に興味があります。若者の声が世界を変えること
ができると強く信じています。彼らに必要なのは、
世界中の若者からの支援、励まし、協力であり、
私は、それを実現したいと思っています。 
国際協会のチームのジョース、ジェームズ、トレー
シー、アミンと一緒に働けることを光栄に思います
し、ワイズメンファミリーの一員として、ユースプログ
ラムアシスタントとして皆さんのお役に立てることを
誇りに思います。近い内に世界のどこかでお会い
できることを楽しみにしています。お会いするまで、
安全に、そして健康に気をつけてください 

プラピンポーン・フォンタドシリクル(トン) 

https://www.ysmen.org/challenge22/
https://www.ysmen.org/challenge22/
https://www.ysmen.org/annual-report-2019-20/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助け合いながらクラブの親睦を 

深める 

 

デンマークのヴィトゥスベーリング・ワ

イズメンズクラブには伝統がありま

す。地元のＹＭＣＡハウスの中を隅々

まで掃除したり、修理やリフォームをし

たりしています。奉仕とクラブの親睦

を両立させることは、クラブにとって重

要なことです。 

そのため、一日の始まりには必ず朝食を一緒に

食べ、休憩と昼食の時間を設けています。今年

は、家の前の木のフェンスを塗装する予定でした

が、2 日間の大雨のために中止となり、代わりに

家の中の部屋を塗り、外の掃除をし、看板ポール

を塗装しました。いつものようにクラブの活動の様

子を Facebook に投稿しました。今回も「あなたが

入会する場所がありますよ。」というコメントととも

に。 

ヴィトゥスベーリング・ワイズメンズクラブ PR担当 

カーステン・バイ  

地域社会への奉仕 

 
ピクトゥ郡 Y サービスクラブ（沿岸区、

カナダ・カリブ海諸国地域）のメネット

は、今週、第 48回年次ブックセールを

終了しました。パンデミックが続く中、

多くの人が直面している困難にもか

かわらず、クラブは、今年も成功を祝

うことができました。以前に楽しんでい

ただいた本や寄付していただいた本 

のセールは、1973 年以来、クラブの主要な資金調

達源となっています。このセールは、適切な短期

的な空きスペースがあれば、無料で様々な場所で

開催されています。 

今年は、地元のカーリングリンクが在庫を収容し、

物理的に距離を置くことができる十分な広さのス

ペースを提供してくれました。本は、1 年の間に集

められ、販売場所に移動するまでトレーラーに保

管されます。常連のお客様は、冬の読書に備えて

本を積み上げることを楽しみにされていますし、初

めての方には、お買い得な品揃えに喜んでいただ

いています。セール終了後、本は梱包され、トレー

ラーに戻されて保管されます。このセールはワイ

ズメネットのプロジェクトとして始まり、YMCA、地域

社会のプロジェクト、国際プログラムを支えるべく

ワイズメンとの共同作業に進化してきました。この

セールはクラブメンバー全員の努力を必要としま

すが、ワイズの 1 年で最も重要な募金活動のイベ

ントとして、誰もが楽しみにしています。そしてもち

ろん、本を寄付してくださったり、セールを支援して

くださっている地域社会の皆様にも感謝していま

す。 

ピクトゥ郡 Yサービスクラブ メネット 

 キャロル・ダンバー （カナダ） 


