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国際ワイズメネット主任 

グレーテ・バークガード・トムセン 

 

 

 

*************************************** 

100周年記念のアイデア小冊子を紹介 

 

 

 

国際会長 キム・サンチェ 
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2022年 3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」 
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キム国際会長のメッセージ 

 

皆さん、こんにちは, 

3月がやってきました。もう一歩踏み込んで心を開き、勇ましい行進の準備をするようなドキ

ドキを感じるのは私だけでしょうか。。 

 

国際選挙が終わり、指導者の顔ぶれも一新されました。

2022～23 年次期国際会長ウルリック・ラウリドセンと錚々た

る次期国際議員に心から祝福を送ります。次世代を担うラ

ンナーたちが、興奮に満ちたスタートラインで周回を重ねる姿を想像してください。先輩た

ちが、レースを終えたのを見て、新しいランナーたちは、自分たちに託されたバトンを受け

取るために、息遣いと固い誓いに磨きをかけているのです。 

 

2月中旬に LTOD ティボール・フォキの巧みな司会で次期区理事研修が行われ、2月末

には年央会議が開催されました。今後も次期区理事サミットのリアルの開催を目指し、5 月

の開催を検討中です。オンラインだけの会議が続くのは心配ですが、皆さん、熱心に参加してくださり、とても感謝してい

ます。 

 

3 月といえば、少なくとも私にとっては 「慌ただしい月」です。この賑やかさは、韓国の教育制度と関係があります。韓国の

ほとんどの学校は、3月 2日から 1 学期が始まります。韓国の教育は、小学校 6年、中学校 3 年、高校 3年、大学 4 年

という 6・3・3・4制をとっています。韓国の学年は、2学期制です。前期は、3月から 8月までで、後期は、9月から 2月ま

でです。だから、3月は、新しい始まり、希望と期待の芽生えを意味します。もちろん、この子供たちや十代の若者たちが、

成長してワイズメンズクラブ国際協会（YMI）に参加したらどんなに素晴らしいだろうかと思うこともしばしばです。 

 

世界では、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」が重視されています。YMCA が青少年のエンパワーメントやメンタル

ヘルスにますます力を入れる中、親睦と社会奉仕を中心とした YMI とのコラボレーションが輝ける環境が整ってきました。

また、YMIの知名度を上げる最も効果的な方法のひとつになるでしょう。 

  

巨人の肩の上に立つにせよ、自分で道を切り開くにせよ、頂上で会いましょう。休んでいた翼を広げ、離陸の準備をしまし

ょう。 

 

 

 

 

 2021-2022 国際会長 

キム・サンチェ 

 

 



3 

 

IHQからのニュース - 2022年 3月  

 

 

2022-2024年度国際ユース代表の選挙を実施しました。7月 1日からカリブ海区のドワイ

ト・トムリンソンの後任として、インド中西部区のクリシュナン・ウニが選出されました。 

  

2月は年央会議、会員報告、請求書発行の月で、今期は 82の新クラブとともにスタートし

ます。国際本部へ資金を送る準備として、国際プログラムの献金を忘れないでください。5

月 31 日まで正式な支払期限ではありませんが、多くのクラブや区は、後期の会費と一緒

にプログラム献金を送金するのが便利で経済的であると感じています。 

 

昨年度の区ごとの会員数あたりのプログラム貢献度のまとめをご覧いただき、改善すべき点をご確認ください。国際的なプ

ログラムによって、私たちはグローバルな組織として結束し、世界の舞台で大きな発言力と影響力を持つことができるので

す。 

 

ロールバックマラリア（RBM）もその一つで、ワイズメンズクラ

ブ国際協会は 2009 年からマラリア撲滅のために投資して

います。現在、グローバルファンド、YMCA、英国政府の

DFID と提携し、2020 年 9 月から 2021 年 12 月までの間

に 20万米ドルを寄付しています。1 月 27日にフェイスブッ

クで公開された、私たちの活動に関するグローバルファンド

の報告書をお読みいただけましたでしょうか。報告書は、こ

ちらでご覧いただけます。 

 

プログラム献金を送金する際には、ポール・ウイリアム・アレキサンダー遺産献金を含むのを忘れないでください。2019 年

の国際議会で承認された、関連特別プロジェクトを支援するため、すべてのクラブ会員は、最低 30 スイスフランを献金す

ることが奨励されています。先月には、デジタル文書保管庫の導入と予備訓練を提供する、新たなプロジェクトを開始する

ことができました。現在、歴史的な重要性を持つ各地の文書のアップロードと分類を管理する地域と区の管理者の選任を

積極的に募集しています。 

 

また、名誉会員になることを検討していただければと思います。2,500 米ドルのご寄付は、100 周年記念の活動や計画に

直接役立てられます。ダニエル・モーハン（米国）、リック・ラウ（米国）、マンダルのワイズメンズクラブ（ノルウェー）、南東ア

ジア区・香港部の 4件の新名誉会員の皆さん、おめでとうございます。次は、あなたの番です。 

では、また次回。 

 

国際書記長ジョース・ヴァルギース 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1sTacn-sBFisOhVSplDYfo84AL-rYAjPC/edit#slide=id.p1
http://www.ysmen.org/support-to-the-global-fund/?fbclid=IwAR3kiuUt6kFW022se38tlKmQ9ANxhfo-PeAr2IO7s0N82ZR8L1kD94Qt9_M
http://www.ysmen.org/support-to-the-global-fund/?fbclid=IwAR3kiuUt6kFW022se38tlKmQ9ANxhfo-PeAr2IO7s0N82ZR8L1kD94Qt9_M


4 

 

 

3月の強調月間テーマ – 地域奉仕活動 (CS) 

 

私たちのクラブの非公式なモットーは、「Service in Action」（行動する奉仕）です。 

 

地域社会への還元と強化は、ワイズメンズクラブ国際協会（YMI) の主要な目的です。 

 

私たちは、定期的かつ良心的なボランティア活動と的を絞った募金活動を通じて、地域レベ

ルだけでなく、世界中に前向きで持続可能な変化をもたらすことを約束します。 

 

全人類のためにより良い世界を開発し、奨励し、提供するために協働するグローバルな YMI のネットワークの一部である

加盟クラブは、積極的に地域社会の最前線で前向きで持続可能な変化のために努力しています。 

 

各クラブは、奉仕するそれぞれの地域社会と同じように、ユニークで独自の市民活動や協調的な活動を展開し、運営して

います。 

 

クラブがどのように奉仕するかの方法は、数え切れないほどあります。特に、緊急かつ重要なニーズへの対応やその支援、

不平等の解消、人間の基本的ニーズの充足と権利の尊重に重点が置かれています。 

 

YMI は、独自のプログラムに加え、資金や時間を提供し、志を同じくする他の価値あるグループを支援することが多く、可

能であれば地域の YMCA と連携して機能します。 

 

************************************************************************************************** 

 

文化遺産クックブック 

アジア太平洋地域は、100 周年記念事業の一環として、文化遺産クックブック（料理

本）を作成するためのコンペティションを開催しています。  

料理が好きな人、おいしいものを食べるのが好きな人なら、レシピの力を知っているは

ずです。材料を正しく使い、分量を正確に測り、作るたびに食感を一定にすることで、

あなたは偉大なシェフになれるのです。 

あなたが心に刻んでいる特別なレシピは何ですか。これらのレシピには、あなたの物

語、あなたの家族の物語、あなたのコミュニティの物語、あなたの国の文化遺産が込められています。あなたのおいしいレ

シピと感動的なストーリーは、象徴的であり、あなたの絆の体験をより深いレベルへと導いてくれるでしょう。 

インターネットで簡単に手に入るレシピもあれば、あなたの心の中にある特別なレシピもあるはずです。私たちは、そのよう

なレシピやストーリーを募集しています。 

コンペティションの詳細やルールは、インターネット上で公開されています。ここをクリックするか、ロゴをクリックするとリンク

が表示されます。 

お早めに。応募の締め切りは、3月 14日です。 

 

 

https://ysmenfoodofficial.org/?fbclid=IwAR04FePJEMHQQ_zX73j9Z7Fy57RXsHa6VyCIHgk9Zw5wFk3nBTBDulvtaPA
https://ysmenfoodofficial.org/?fbclid=IwAR04FePJEMHQQ_zX73j9Z7Fy57RXsHa6VyCIHgk9Zw5wFk3nBTBDulvtaPA
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3月強調月間テーマ - ワイズメネット 

 

世界中のワイズメッドネットに奉仕できることを嬉しく思います。次の半年は、2つの非常に重要な仕事に集中します。 

 

元国際会長のジョウン・ウィルソンと元国際ワイズメネット主任キャロル・ダンバー（このふたりは、マニュアル検討委員会の

メンバー）、元国際ワイズメネット主任ジェニファー・キャメロン、地域メネット主任アニー・ジャエイコブ、次期国際議員利根

川恵子と私からなるグループが、2つの重要な課題に取り組んでいます。 

  第 1に、「ワイズメットインターナショナルのためのハンドブック/マニュアル」の再構築と改訂です。 

  第 2に、区や地域レベルのワイズメネットクラブの全体像がほとんどないことです。 

 

すべてのワイズメネットクラブがワイズメネットインターナショナルの正式な条件を満たしているわけではありません。この状

況を打開するために、クラブレベルでのデータベースの構築と、正式な条件を以下のように定義しています。 

a. ワイズメネットは、宣言されたワイズメネットクラブのメンバーであり、そのクラブは、正式にチャーターされ、国際本部

に、対応するチャーター文書が記録されていなければなりません。 

  b. クラブに所属するすべての会員を報告し、クラブは毎年、会員一人当たり 2 スイスフランの会費（国際会費）をワイズ

メンズクラブ国際協会に支払い、支払われた金額は、この目的のためにワイズネットインターナシナルに割り当てられます。

(ワイズメネットインターナシナルのプロジェクトへの献金も、適切に配分されます。)  

ワイズメネットクラブになるための正式な条件を満たしているクラブの概要を把握する計画があります。 

地域主任と各ワイズメネットクラブ会長は、より良い全体像を得るために、ワーキンググループへの報告において非常に良

い仕事をしています。 

 

パンデミックの活動が鈍化していることを願います。デンマークでは、国会で新型コロナウイルスは、もはや社会的脅威で

はないと決定されたので、予防接種や検査が短期間で停止されることを期待しています。普通の日常が戻ってくれば素

晴らしいことだと思います。 

 

国際ワイズメットネット主任としての私の役目は終わりますが、ワイズメンズクラブ運動におけるワイズネットの重要性を理解

し、大きな働きをしてくれたワイズメンに心から感謝を送ります。 

 

より良い未来への信仰と、より良い世界への希望を持ち続けることは、今でも特に重要なことです。 

 

国際ワイズメネット主任 グレーテ・バークガード・トムセン 

 

 

 

 

 

 

さらなる詳細については、ここをクリックしてくだい。 

 

http://www.ysmen.org/partners/ys-menettes/
http://www.ysmen.org/partners/ys-menettes/
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ワイズメンズクラブ国際協会とアジア太平洋地域寄付支援プログラム 

 

2021 年 6 月から 9 月にかけて、ミャンマーではパンデミック第 3 波が猛威をふるいました。ヤンゴ

ンの人々は、新型コロナウイルスにひどく苦しんでいました。厳しい状況の中、ウイルスによって多

くの人の命が失われました。 

 

ミャンマーでは、2021 年 2 月 1 日から再び軍が、国を統治しています。人々は今、さまざまなプレッシャーにさらされ、悲

しみや苦難、憂鬱な気持ちを抱えながら生きています。特に若い人たちは、自分たちの未来が失われ、損なわれているこ

とを感じています。 

 

CSO や NGO など多くの市民団体にとって、財政的な制限や安全保障上の理由から、国内で活動することが難しくなっ

ています。このような困難な時期に、ワイズメンズクラブ国際協会が支援をしてくれたことに感謝します。ワイズメンズクラブ

国際協会とそのアジア太平洋地域がミャンマーYMCA を支援し、ミャンマーの人々を援助してくれました。それは、人々

への大きな連帯と愛の象徴でした。 

 

ヤンゴン、パテイン、ミッチーナ、ロイカウ、マンダレーの貧困層や困窮者 310 世帯に、米、油、豆、卵、干物、インスタント

ラーメンなどの人道支援を実施しました。また、ミャンマーYMCA の職員とその家族 64 名に、新型コロナウイルス予防接

種とマスク、石鹸、手指消毒剤などの予防用品を提供しました。 

 

ミャンマーYMCA は、ワイズメンズクラブ国際協会とアジア太平洋地域からの寄付や支援を通じて、貧しい人々や困って

いる人々を支援する機会を活用しました。心から感謝しています。 

 

ミャンマーYMCA 総主事 マウン・マウン・ウィン 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

知っていましたか？ 

 

1年を通じて 100周年を祝うことに加え、2022年 5月 1日～8日には、特別週間が設けら

れ、クラブが 100 周年を祝うことを奨励しています。国際本部は、100 周年記念事業チーム

をサポートし、100のアイデアを盛り込んだ小冊子を配布しました。 

2021/2022 年の 1 年間、区レベル、地域レベル、国際レベルで祝賀行事や活動が行われ

る予定です。しかし、私たちは、この祝賀行事がすべての人に届くようにしたいと考えていま

す。私たちは、親善、共有の誇り、帰属意識のグローバルな感覚を作り出したいと思ってい

ます。このため、私たちは、あなたのクラブで、100周年という歴史的な節目を地域社会にお

いて祝う方法を見つけるよう奨励しています。それは、単に楽しく、エキサイティングで、文化

的に適切なだけでなく、私たちの創設理念とポール・ウイリアム・アレキサンダーのビジョンに敬意を表する方法なのです。 

小冊子はこちらまたは画像をクリックしてご覧ください。 

http://www.ysmen.org/centenary/our-100-years/
http://www.ysmen.org/centenary/our-100-years/

