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2021年 8月号 

愛と尊厳で世界を癒そう 

「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う」 

キム国際会長のメッセージ 

キメ西洋文化センターでのバー

チャル就任式 

 

IHQからのニュース- 8月 

*国際プロジェクトとプログラム

への献金報告 

*YMI100周年基金への寄付

者（名誉会員） 

 

8月の強調月間テーマ 

リーダーシップトレーニング

と組織開発 

「十分な情報を持っている人

は、より良いリーダーになれるで

しょう。私は、他の人たちと一緒

に、皆さんのトレーニングを指導

するためにいます。」 

LTOD国際事業主任 

ティボール・フォキ 

 

新国際会計の T・M・ジョース 

の紹介 

 

ひとつの夢が実現するまで 

スロバキア部がデンマーク区ととも

に、地元のロマ族の子どもたちの

夢の実現を 

 

幸せの種を蒔く 

 

マニラダウンタウンワイズメンズクラブ

がケソンシティーの孤児院で鉢植え

を配布 

 

国際役員就任式の写真 

 

ブラジルの恵まれない人々

への支援 

「世界を癒そう」の統一国際プロジ

ェクトの助けを得ての支援 
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キム国際会長のメッセージ 

IPニュースをご覧の皆さん、健やかにお過ごしのことと思います。 

 

7 月 3 日、韓国・キメ市のキメ西洋文化センターで、国際執行役員と国際議の就

任式がハイブリッドイベントとして開催されました。会場でのライブの他、

YouTubeや Facebook を使ったネット中継も行われました。皆さんはご覧になっ

たでしょうか？今回のイベントは、国際執行役員と国際議員の協力、特に IHQ

の多大な協力のおかげで成功しました。 

 

会員数の拡大は、私の国際会長在任期間中の優先事項の一つであるため、就任式イベントの前に、キメ・ガラク、

キメ・ハラム、キメ・ナイス、キメ・シンジュンガン、キメ・ホヤン、チャンウォンの 6 つの新クラブのチャーターが行わ

れました。また、カナダとソウルにいる 4 人の娘のうち 2 人が、私の就任式のプレゼントとして、自分たちの住む

場所でクラブを始めることを約束してくれました。期待に胸を膨らませています。 

 

就任式当日は、激しい雨にもかかわらず、元国際会長、元地域会長、元理事、現役役員など、韓国エリアのリー

ダーのほとんどが出席し、祝いと激励の言葉を述べました。就任式の司会は、ムン・サンボン元国際会長が務め、

議員や市長からの祝辞、世界 YMCA 同盟のパトリシア・ペルトン会長のビデオメッセージなどが式典を彩りまし

た。余興では、木管五重奏、テノール・ソプラノ、キメの牧師たちのコーラス、韓国のポップスなどが披露されまし

た。式典の様子は、8ページに掲載しています。 

 

ワイズの最高栄誉であるハリー・M・バランタイン賞は、直前国際会長ジェイコブによって生中継で発表され、イ

ギリス・ブリストルのキングスウッド・ワイズメンズクラブの国際会長ニュース編集長のアラン・ウォリントン（ウォリー）

が受賞しました。長年にわたる YMIへの貢献に感謝するとともに、お祝いを申しあげます。 

 

7月 9日、10日に国際議員トレーニングが開催されました。LTODの新しい国際事業主任ティボール・フォキの

指導のもと、2 日間のトレーニングで素晴らしい時間を過ごすことができました。プレゼンターたちの熱意に押さ

れて予定よりもかなり遅れて終了しましたが、実りある時間になったのではないでしょうか。また、国際議会 2021

は 7 月 23 日と 24 日に Zoom で開催される予定ですので、この 8 月号をお読みになる頃には終了しているこ

とでしょう。 

 

この度、ワイズメンズクラブ国際協会の会長を正式にお引き受けすることができ、大変光栄に思っております。私

は、神の召命によってこの偉大な地位についたと個人的に確信しており、クラブメンバーと私たちの運動に対す

る私の奉仕が神にふさわしいものとなるように努力します。国際会長在任中の私の活動が神の栄光の恵みを受

け、継続的な努力と目的へのコミットメントにより、私たちの組織がそのすべての事業において祝福されることを

願っています。 

 

 

2021-22年度 国際会長 

キム・サンチェ 
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IHQからのニュース - 2021年 8月 

 

ジュネーブの夏は、年度を終え、準備万端の YMI の新年度を始めるための多く

の管理業務を行うため、IHQではいつも大変忙しい時期です。スイスでは新型コ

ロナウイルスの規制が緩和されているため、スタッフと私は、必要な健康対策を

講じた上で、ほとんど IHQで仕事をしています。  

 

2020/21 年度は、93 の新クラブを迎え、24,222 人の有料会員を記録しました。

前期比で 1,775人の増加でした。なお、2021年 1月 31日以降に新クラブに入

会した会員は、2021 年 8 月に前期分の会費のみを支払うことになるため、この

数字には含まれません。 

 

ASF（アレキサンダー奨学金基金）国際送金分として 14,021 スイスフラン、BF として 72,277 スイスフラン、EF

として 41,287 スイスフラン、TOF への献金として 106,447 スイスフラン、ロールバックマラリアへの献金として

43,401 スイスフランを受け取りました。新型コロナウイルスによる困難にもかかわらず、合計で国際会長目標の

64％を達成しました。国際プロジェクトへのご支援をいただいたクラブ会員の皆さまに感謝いたします。ポール・

ウィリアム・アレキサンダー判事レガシー基金への寄付金は、キム国際会長の多大な支援により 20 万スイスフラ

ンを超え、今年の目標達成を楽しみにしています。2020/21年度の国際賞受賞者のバーチャル発表は、前期の

半年報の報告が終わった後の 9月を予定しています。7月 9日と 10日には国際議員トレーニングがオンライン

で実施され、続いて 7月 23日と 24日には国際議会が開催され、8月末頃には国際議会議事録と年次報告書

が発表される予定です。また、現在、国際選挙のプロセスを開始しています。 

 

YMI100周年記念基金への寄付者（名誉会員）は、以下の 22名となりました。 

 

S・T・タウミアン  アジア太平洋地域  スリンバサン・リングズワラン  インド地域 

ジェニファー・ジョーンズ アジア太平洋地域  ジェイコブ・ヴァルギース  インド地域 

エドワード・オン  アジア太平洋地域  アニー・ヴァルギース  インド地域 

田中博之  アジア太平洋地域  バブ・オーメン   インド地域 

デビッド・ルア  アジア太平洋地域  ジョンローズ・オースチン・ジャヤラル インド地域 

シン・チン・リー  アジア太平洋地域  T・M・ジョース   インド地域 

ラモナ・モラレス  アジア太平洋地域  フィリップス・チェリアン  インド地域 

フランク・ツァイ  アジア太平洋地域  キム・サンチェ   韓国地域 

シェン・チー・ミン  アジア太平洋地域  ムン・サンチョル   韓国地域 

世界 YMCA同盟（総主事） ヨーロッパ地域  ムン・サンボン   韓国地域 

マメン・オーメン  インド地域  ハンク・ワルサー   米国地域 

国際書記長 

ジョース・ヴァルギース 
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8月の強調月間テーマ 

リーダーシップトレーニングと組織開発（LTOD） 
親愛なる皆さん。 

 

私をご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、私は、1978 年に米国地域・太平洋南西区のグレーター・ロ

ングビーチ Y サービスクラブのチャーターメンバーとなったティボール・フォ

キです。これまでにクラブや区の役員、地域会長や国際議員を務めてきまし

た。これらの機会と、それらが教えてくれた教訓に感謝しています。チャール

と結婚し、2 人の成人した子供と 3 人の孫がいます。ハンガリーで生まれ、

南カルフォルニア州エジソン社の社員として 33 年間、電気業界で働きまし

た。40年前に家業を始め、顕微鏡やさまざまな診断用医療機器の保守と調

整を行っています。 

 

キム国際会長から、リーダーシップトレーニングと組織開発（LTOD）の国際

事業主任を務めるよう依頼されました。これまで、多くの頭脳と手が、皆さん

に使っていただけるようなオンライントレーニングツールや教材を開発しました。十分な情報を持っている人は、

より良いリーダーになれるでしょう。私は、他の人

たちと一緒に、皆さんのトレーニングを指導する

ためにいます。IHQ のウェブサイトには、リーダ

ーシップを育成するための多くのツールが掲載さ

れていますが、その一例が右の画像をクリックす

るとご覧いただけます。 

 

YMI は、奉仕活動開始から 99 年目に突入しま

した。100 周年を迎えるにあたり、YMI が世界に

残した遺産（私たちの足跡）は、非常に素晴らし

いものです。 

 

この 1 年は、私たちの人生を大きく変える出来事がありました。変化は、避けられませんが、成長することは、任

意です。私たち全員が「お願いする」ことから始めましょう。そうです。誰かに、メンバーになるようにお願いし、誘

ってみましょう。 

 

新しいリーダーの皆さん、皆さんは、YMIの大使です。リーダーシップとは、他者への奉仕であることを忘れない

でください。愛することなしにリーダーになることはできません。愛するには、勇気が必要です。リーダーシップと

は、コミットメントです。成功や失敗は、副産物に過ぎません。国際議員は、特に一丸となって取り組む必要があ

ります。気取ったり、誰かの真似をしたりしてはいけません。自分自身であってください。 

 

私の仕事は、地域や区の事業主任がサポートしてくれますが、質問があればここに連絡してください。 

 

次の機会まで、安全で幸せな時間をお過ごしください。 

LTOD国際事業主任 

ティボール・フォキ 

https://www.ysmen.org/about-us/structure/international-service-directors/
https://www.ysmen.org/training/effective-leadership/
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ひとつの夢が実現するまで 

 

スロバキアにあるヨルダン・ドロップインセンターでは、10 年前から YMCA のスタッフと

ボランティアが、地域のロマ族コミュニティーや社会的に恵まれない家庭の子どもたち

にエネルギーを注いでいます。 

 

スロバキアのレヴカ YMCA の責任者であるミレック・フリヴナック

は、センターの使命について次のように語っています。「私たちは、

子どもたちの人生の旅の一部を共に歩み、サポートと愛を提供し

ます。このセンターの特徴は、ロマ族のコミュニティーからのボラ

ンティアの育成を中心とした活動にあります。以前は不安を抱え

ていた子どもたちが、自信に満ちた若者になり、自分の将来やコ

ミュニティーの友人たちの運命に責任を持つようになりました。」 

 

これらの人々は、皆、普通の夢を持っていました。彼らは、

YMCAの近くに建っている建物を使っていましたが、その建物

は、機能していませんでした。全面的なリフォームが必要でし

た。リプトフスキー・ミクラーシュ・ワイズメンズクラブは、この夢を

知り、デンマーク区のワイズメンバーたちに資金の援助を依頼

しました。 

 

デンマーク区からの 8,000 ユーロの支援により、ヨルダンプロ

ジェクトは、実現しました。ひとつの夢を実現するためにご協力いただいた皆様に大変感謝しています。特に、

ヘンリック・ジェッペセンには感謝しています。 

最近、建物の再建に向けた最初の作業が行われています。 

 

先日、スロバキ

ア共和国のズザ

ナ・カプトヴァ大

統領がセンター

を訪れ、ボラン

ティアの皆さん

に感謝の言葉を述べられました。 

これは、皆にとって特別な出来事であり、このプロジェクトを続

けていくための刺激となりました」。 

スロベキア部部長 

アンナ・ラシオヴァ 
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親切の種を蒔く 

 

マニラダウンタウンワイズメンズクラブでは、マービン・リーのリーダ

ーシップのもと、ケソンシティーの若い孤児を支援するプロジェク

トを開始しました。私たちは、すべての子供は、社会の未来であ

り、孤児にも家庭の子供と同じように成長するチャンスがあるべき

だと考えています。 

 

孤児たちに植物の栽培を勧めることで、優しさ、忍耐力、責

任感などの美徳が伝わり、彼らが成長したときに良き市民と

なり、社会の支柱となってくれるだろうと考えました。また、

農家の人たちは、この鉢植えを売って、その利益で子供た

ちを学校に通わせているので、生活の助けにもなっている

のです。 

 

300 鉢の野菜は、ケソンシティー市のジョイ・ベルモンテ名

誉市長に引き渡され、市内のさまざまな孤児院に配布され

ました。ブロッコリー、ほうれん草、バジル、チャイブ、オレガノ、パセリ、タイム、アルファルファ、コリアンダー、フ

ェンネル、ルッコラなど、さまざまな野菜が植えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マニラダウンタウンワイズメンズクラブ会長 

アレックス・ユー 
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ブラジルの恵まれない人々への支援  

 

ブラジルは、世界の多くの国と同様、COVID-19 ウイルスによる

大きな困難に直面しています。 

 

しかし、困難な時期だからこそ、私たちは、自分たちが蓄えてい

る力を発見し、自らを現わし、成長させてくれる可能性を理解することができるのです。こ

の時期に私たちを動かし、心に刻まれた力は、すべての YMI ボランティアの目的でもあ

ります。それは、この困難な時期の恵まれない人々への愛であり、連帯であり、支援であり、優しい腕であり、慰

めの言葉です。 

このように、ブラジル地域のワイ

ズメンバーは、多くの困難に立

ち向かい、貧しい地域や路上

生活者に手を差し伸べ、パート

ナーである YMCA の社会的プ

ロジェクトを支援してきました。 

閉鎖されたことで、多くの企業

が倒産し、従業員は、解雇さ

れ、家族は、無力な状態になりました。中に

は家を失い、ホームレスや空腹で路上生活

を余儀なくされた人もいました。このような状

況を踏まえ、ブラジル区のいくつかのクラブ

は、飢餓、寒さ、絶望との戦いの最前線に

身を投じました。ボランティアや企業の支援

を得て、彼らは、毎日多くの弁当と水を用

意し、必要な人たちに配り始めました。この

素晴らしい活動の中で私が注目したのは、

イタケラ、ビラ・マリア、ビラ・レそしてラパの

ワイズメンズクラブです。彼らは、継続して、

多くの低所得者の家庭に食べ物、衣服、毛布、マスクを、そして YMCA ソー

シャルプロジェクトの子供たちを助けるためにミルクや卵などの基本的な食料

を提供しています。 

統一グローバルプロジェクト「世界を癒そう」から資金を援助をいただいたキム

国際会長に感謝いたします。 

サンパウロ・ラパワイズメンズクラブ 

LTOD区事業主任 

セシリア・マリア・ﾄスタ・エイド 
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国際役員就任式から 2021年 7月 3日 

就任式参加者一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムン元国際会長が就任式を司式                  パーク・スンチュル韓国地域会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

キム・サンチェ国際会長への記念品贈呈                  キム・サンチェ国際会長 

 

 

 

キメ市教会の牧師

たちのコーラス 


