
　皆さん今日は。本日は講師としてお呼び頂きあり

がとうございました。昨年、早い時期に東日本区の

会員増強事業主任の渡辺さん(甲府クラブ)から、今

回の件についてのご依頼がありました。本当は私よ

りも、東日本区にはこのようなテーマに相応しいワ

イズメンズクラブの経験を通して深い哲学を持った

高潔な人格者がおられるのにと逡巡しましたが、か

つて日本区理事をさせて頂いた関係から、やはり神

輿の上に載せて担いで頂いた以上、その時の恩返し

の為にも今度は神輿を担ぐ側に回わらなければなら

ないという私の信念から、お受けさせて頂きました。

　今回のミーティングについては、原理事の主題と

からめて「明日につなごう――ワイズメンズクラブ

が生き続けるために」の演題で、EMC委員会から「な

ぜ、ワイズ活動が必要なのか、拡大が必要なのか」、

「ワイズの信条にある『青少年の為にYMCAにつくそう』

はこのままでよいのか」、「ワイズは時代とともに

変わるべきではないか」の三つに絞り込んだテーマ

を含めて話すようにと渡辺さんからご依頼を受けて

おりますので、ご趣旨に沿って話をすすめて参りた

いと思います。

　私は1971年に京都パレスワイズメンズクラブのチ

ャーターメンバーとして入会し、後年、エクステン

ションに伴い京都キャピタルワイズメンズクラブの

設立に参画して今日に至っています。それ以来、今

日まで私を育ててくださった多くのワイズメンとワ

イズメンズクラブの例会やクラブ運営の中で、くり

返し、くり返しさまざまな経験と学びの中から、私

なりの考えをまとめたものとして、「ワイズ読本」

にも同じようなテーマで書き、「ワイズ必携」には「ワ

イズメンズクラブとワイズメンの在りかた」と題して、

私見を述べていますので、お読みいただければ幸い

です。

1.1.なぜ、ワイズ活動が必要なのか、拡大が必要なのかなぜ、ワイズ活動が必要なのか、拡大が必要なのか

　始めにはっきりとさせておかなければならないのは、

「ワイズメンズクラブ」と「ワイズメン個人」の役

割は異なるのだということをご理解いただきたいと

思います。その上でこのテーマに対する私の考えは、

大変な困難があるけれども「YMCAの設立に学びアウ

トサイダーを育て、世の為人の為に働く人を世の中

に送り出すことがワイズメンズクラブの目的である」

と思っています。

　その根拠は「ワイズ読本」の54頁、№14　アウト

サイダー　の頁を開けてください。これは1995年2月

19日に開催された、韓日ワイズメン会議の早朝礼拝

での、当時の全大連ソウルYMCA会長の説教です。私

もその場にいました。

　「アウトサイダー」という言葉のイメージは大変

マイナーなものですが、そうではなくて、ワイズメ

ンは「アウトサイダーたれ」とのエールが贈られま

した。私はとても感動しました。

　56頁の左側の下から13行目に「英国の文芸評論家

コリン・ウイルソンは、アウトサイダーの出現こそ

現代人ががんじがらめになっている巨大な集団から

離脱できる唯一の道であり、また生の豊かな発展よ

りも管理された集団と秩序に力点がおかれた窒息状

態から脱け出す道でもあると述べています。」と言

っています。

　また、56頁右側の上から11行目に「豪奢な生活に

慣れきっている、管理社会の中で成功することに全

力を尽くしている抜目のない人間ではなく、自分が

正しいと信じた道を最後まで頑固につらぬき、自分

自身のことより、公の利益を最優先して、その目標

に向かってて闘うような無私無欲の人間が現れたな

らば、現代社会、とりわけクリスチャンの共同体は

正しい道を歩んで行けると私は信じます。」と言っ

ています。

　次に57頁の右側の上から13行目に「生命が誕生す

る時に起こるあの跳躍やほとばしる勢いのように、

ワイズメンズクラブが生まれたときには生き生きと

していたのが、今は静まってきました。なぜならワ

イズもその組織や制度を運営することに気をとられ

ているからです。このような状況下で、心から望み

たいのは、ワイズメンスクラブにアウトサイダーが

登場してほしい。そしてもっと荒々しく、もっと新

鮮な、もっとほとばしる力を結集して、YMCAを通して、

YMCAと共に社会への奉仕に力を尽くしてほしいとい

うことです」とも言っています。

　イエスも2000年前はアウトサイダーだったのです。

33歳で亡くなったイエスは短い生涯であってもアウ

トサイダーとして戦ったわけです。そして今に続い

ているのです。アウトサイダーになるのは大変だけ

れども今の時代に求められているのです。日本でも

延暦寺の開祖、法然は親鸞、空海など多くの弟子を

育て世の中に送り出し、彼等は庶民に生きる勇気と

希望を与えました。1200年経った今でもその時の灯

りが輝いています。法灯を守り続けている人がいる

のです。奈良の東大寺も多くの学僧を輩出しています。

いずれも檀家はありません。多くの人たちの寄進で

運営されているのです。ワイズメンズクラブも同じ

ようなものだと思うのです。

明日につなごう─ワイズメンズクラブが生き続けるために 
岡本　尚男(京都キャピタルクラブ)

-1-



　イエスは何も持たずに荒野へ行けと言っています。

禅僧が素足に草履履きで托鉢をして、庶民に寄り添

いながら平安を祈っている姿とワイズメンが重なり

ます。全てがアウトサイダーではないでしょうか。

一人ぼっちで必死に祈りながら最初の一歩を踏み出

したのだと思います。そのことが、前に道はないが

後ろには道が出来るのだと教えています。�

　いま、長野にワイズメンズクラブを設立しようと

甲府クラブの平原さんを中心に活動をされています。

まさにこのような働きがイエスの教えではないでし

ょうか。

 国際聖句のヨハネによる福音書17章21節は「父よ、

あなたがわたしのうちにおられ、わたしがあなたの

内にいるように、すべての人を一つにしてください。

そうすれば、世は、あなたがわたしをお遣わしにな

ったことを信じるようになります」とあります。

　これは、世の為人の為に一生懸命に祈りながら働

き続けている姿を見せたら、賛同者が現れ、神仏の

加護があり、その一心が形となった時に世の人々は

ワイズメンのことを信じ、そのような人を育てて世

に送り出しているワイズメンズクラブの価値を初め

て認めるのだとも解釈できます。

　日本も終戦後62年、戦争のない平和な時代があっ

たのにも拘らず、閉塞感が漂う時代です。政権も自

民党から民主党に代わり、これからどのような日本

を作ろうかという時代です。食べるものがあふれて

いるのに食べられない人がいて、ホームレスになり、

住む所も満足に食べることもできず、この寒空で震

えながら毎日を送っている人がいます。家庭も崩壊し、

効率一辺倒の仕事の仕方も問われています。もっと

もっと人を大事にする政治を国民が求めているのです。

　このような時代に、反抗して立ち上がり行動する

人が求められているのではないでしょうか。それは

徒党を組んでするのではなくて、「奉仕の心」を持

った一人のワイズメンの奮起を求めていると思われ

ませんか。

　「ワイズ必携」の137頁「若き日のジョージウイリ

アムズ――YMCA創立者の半生――」を読むと、1844年、

産業革命で農村を追われ都会に出たものの働く所も

住む所もなく、運よくあったとしても劣悪な環境の

中で、低賃金で働かざるを得ず、将来の希望も夢も

絶たれ、犯罪に手を染める若者もいたことでしょう。

今の日本にも相通ずる所があると思われませんか。

　ジョージウイリアムズは1844年、24歳の時に世の

為人の為に立ち上がり、後にYMCAとなる基礎を築き、

その志は今日まで生きています。そうして1922年に

はポールウイリアムズアレキサンダーがワイズメン

ズクラブを設立しました。

　「ワイズ読本」47頁右側の下から3行目に「ワイズ

メンズクラブの会員の資格は、人格なのです。『自

己犠牲に基づく人類愛』と表現される理想主義者な

のです。」と言っています。ワイズメンに求められ

ているのは「人格だ」と言い切っています。

　49頁左側下から19行目に「われわれの国際憲法に

は『活動するメンバー』という一種類しかありません。

そして、メンバーとは、本当に活動する者と言うこ

とが意味されています。」と言っています。「人格者」

で「活動するメンバー」でなければ会員の資格はな

いのです。

　また、49頁左側の下から５行目から「結論的に申

しますと、ワイズメンであることは、

（１）理想主義者であること　

（２）YMCAに対して忠誠であること　

（３）世界的展望を持つこと　

（４）自らの義務を理解し、自らに課すこと　

（５）熱意を持って行動すること」

と、5つのワイズメンの条件が明確にされています。

このことを、皆さんは承認し宣誓してワイズメンズ

クラブに入会して、色々なプログラムに参加して鍛

えられ、本物のワイズメンになり、自分の世界である、

家庭、職場、地域、業界で出来ることから一人で世

の為人の為に働く人にならなければならない、とい

う道を歩んでおられるわけです。

　今の社会は、地の塩となれるワイズメンたちをど

んどん社会に輩出する仕組のある「ワイズメンズク

ラブ」とそこで育ったワイズメン一人ひとりの価値

ある活動が求められています。だから、クラブの拡

大（エクステンション）が必要なのです。

2.2.　ワイズの信条にある『青少年の為に　ワイズの信条にある『青少年の為にYMCAYMCAにつくにつく

そう』はこのままでよいのかそう』はこのままでよいのか

「信条」という言葉は、辞書によると「固く信じて

いる事柄、信仰の箇所」とあります。その意味から

すると、これは個人の思想、信条であって、クラブ

として、皆さんが同じように唱和して誓いをあらた

にすることについては、私が理事の時に違和感を抱

きました。少なくとも京都部にはありません。

　先にも延べましたが、「世の為人の為」に一人で

働くワイズメンはそれぞれが独立した人格と見識を

持っているわけですから、ワイズメンズクラブで鍛

えられた「奉仕の心」を持って働くその内容によっ

ては、時には青少年の為でもあり、老人の為でもあり、

地域の為でもあり、業界の為でもあり、家庭の為で

もあります。それらのことをひっくるめて全てが「YMCA」

の理念に沿っていると私は考えています。
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　ですから、東日本区には2009年7月1日現在、1,141

名の会員がいるわけですから、一人ひとりが本当に

働く人であり、行動する人であるならば、1,141通り

の働きで、今の世の中で、様々な救済制度の恩恵か

らも疎外され、隙間に落ち込み苦しんでいる人たち

を救うことができるかもしれません。

　そのように考えると、ワイズメンズクラブとして『青

少年の為にYMCAにつくそう』というのは、逆説的に

いえば「YMCAは青少年の為だけに働いているのか」

とも言えます。そこで、YMCAの働きについて参考ま

でに、「ワイズ必携」30頁の「ビジョンを共有し共

に進もう」の今井鎮雄神戸YMCA名誉顧問の31頁左側

の下から8行目に「地域に住む人の様々なニーズ、た

とえば大学に行くための準備をしたい、英語を学び

たい、スポーツがしたいという青年がいるなら、予

備校や英語学校を開いたらいいではないか、また体

育館でそのような活動を開設したらよいと考えました。

必要経費は参加者が自分たちで持つ、受益者負担で

やりましょうと。ある時、私は予備校の入学式に出

席し、入学生や父兄に言いました。『YMCAは予備校

という学校をつくるためにあるのではない。この予

備校はあなたがたの為にあるのですよ』。あるお母

さんが私の所に来られて言いました。『うちの子は

大学入試を失敗した。一年間どうして過ごしたらい

いでしょうか。あの子をどういうかたちで一年間歩

ませたらいいのかわからない。なんとかYMCAであの

子の一年間の面倒をみてもらえないだろうか』『そ

うですか。大変ですね。それではお子さんを一年間

お預かりしましょう』そしてその子が次の年に学校

へ行けるように準備してもらいながら、YMCAの中で

人間として育つことを考えようという小さな集まりが、

予備校の最初でありました」と言っています。予備

校が出来た経緯を通して、YMCAの限界と使命が理解

できます。

　ですから、冒頭に申しあげましたように、信条に

疑問を感じるならば、ワイズメンズクラブのロスタ

ーの1ページにある「目的」が、クラブという団体の

姿であり、ロスターの表紙裏にある「ワイズの信条」

を「私の信条」として、それぞれのワイズメンがそ

の年の計画に沿ったものにしたらバラエティーに富

んだものとなり、多くの奉仕の実践につながること

でしょう。その働きこそが社会と国の姿を変えるこ

とにも通じるでしょう。

3. 3. ワイズは時代とともに変わるべきではないかワイズは時代とともに変わるべきではないか

 同感です。少なくとも、ワイズメンズクラブもワイ

ズメンの働き方も時代と共に変わらなければ生き続

けることはできません。参考までに京都パレスクラ

ブ時代のことを少しお話しましょう。

　私たちは当時の日本区で行われていた例会の持ち方、

日本区大会の進行の仕方に歯向かい、自分たちのし

たいような例会を持とうとしましたが、5年目には行

き詰りました。退会者が出だし、クラブが面白くない。

いつも飲んだくれているだけでは駄目だと気がつき

ました。その時に出会ったのが奉仕クラブ研究の第

一人者であった、当時、小堀憲助中央大学法学部教

授の「奉仕クラブ論」でした。

　それから、学びが始まりました。何度も何度もお

呼びして勉強をしました。最終的には「親睦」を疎

かにしていては、クラブは瓦解する。すべての会員

の満足度を高める仕組が必要である。例会は豪華絢爛、

多少の費用がかかっても楽しみに出来る例会を常に

演出するという結論になりました。

　人数も増え例会場にしていたYMCAの教室では狭く

なり、大人が集える場所としてホテルに例会場を移

しました。6年目には34名だった会員が14名入会して

45名になりました。2人は退会、１人は除名しました。

その代わり、例会の始まりと終わりは時間厳守、服

装はネクタイ着装、マナーを身につける、全てにメ

リハリをつける、ワイズメンであることに誇りを持

てるように会員を啓発することに心を砕きました。

　

　その為にはあらゆるプログラムを楽しめるように

工夫して、飲む時は飲むが議論する時は皆が主役で

あるようにして、クラブの中に自分の居場所と存在

感があり、クラブで出会った人のお陰で、経営指針

も作ることができ、家庭での自分の態度を改め、業

界や地域の為にも惜しみなく働ける人に変えられま

した。お互いに尊敬と敬愛の念で結ばれお互いが影

響を与えられるような「働く人」に変えられていき

ました。また、出席率も90％台を維持して、一人ひ

とりが大事な主役であり、クラブは素敵な人格と見

識を持って社会の中で生き抜いている人の集団であり、

個人の責任において集える例会が重要であります。

　その結果、メンバーは90名を突破し、当時3時間の

例会でもメンバーのコミニュケーション不足が懸念

され、1980年、クラブ設立10年目にして京都ウエス

トクラブを設立してもなおメンバーが増え、京都め

いぷる、京都キャピタルに37名のキーメンバーをだ

して、1983年に双子クラブを設立しました。その時

に私は移籍しました。それでも京都パレスは52名の

会員がいました。

　人を育てるのがクラブの最大の目的であることが

お分かりいただけたでしょうか。その為の理論武装

が必要だったのです。祈りながら行動する大切さを

学びました。それは国際聖句があるからです。
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クラブの存在理由が絶対にぶれません。しかし、こ

のことを勉強し、実践しないクラブが崩壊します。「ワ

イズ読本」27頁から始まる小堀憲助の「奉仕クラブ

の基本的問題について」を是非熟読玩味してください。

32頁の「奉仕のあり方について」このように書かれ

ています。�

「奉仕クラブとしてのワイズメンズクラブにおいて

は健全な青少年育成、弱者保護という目的がわれわ

れにはある。健全な環境整備、奨学金制度、交通遺児、

母子家庭、父子家庭、身障者、精神病患者の社会復帰、

等々の問題がある。これらの問題がわれわれの将来

にのしかかって来ているが、完全に解決している制

度はないし、試行錯誤はあってもみな未完成である。

これをどう社会に定着させるかという難しい問題が

ある。ワイズメンズクラブの名前において考えてみ

ても、果たしてワイズメンズクラブにおいて、この

問題に挑戦できるだろうか。挑戦して失敗したらど

うなるだろう。世間からの尊敬と信頼が無くなって

来る。ワイズメンはこの意味で失敗は許されない。

クラブレベルにおいてもである。したがって出来る

範囲のものを、因縁の熟成度に応じて出来るものか

ら実行する。失敗すると信用がなくなる。信用こそ

奉仕クラブの親睦の中核の概念である」と言ってい

ます。�

　団体奉仕は一人ひとりの意見を聞き、みんなの責

任として、ここまでは出来るという確信と責任をも

って行動を起こさなければならないわけです。

　また、「ワイズ必携」の61頁、小堀憲助の「奉仕

クラブとしてのワイズのあり方」も併読してください。

63頁の「奉仕クラブの存在根拠」に次のことが書か

れています。�

「奉仕クラブのメンバーはすべての思想信条の自由

を保障され、その対等性とすべての思想に発展の契

機を認めなければならない。異なった思想信条の交

流によって次の良質な思想が生まれてくるものである。

そしてメンバーが地域社会に出た時には、奉仕クラ

ブのメンバー以外の他の人達と上下の思考の差別を

認めてはならない。社会制度をとりまく受け皿であ

る地域社会の人達が、みな幸せを求める権利を持っ

ている以上、この地球上のどこかに不幸な人がある

間は、我々は決して幸せにはなれないんだと言う、

暖い純度の高いソリダリティ（連帯感）によって結

ばれ、有限である我々の生命が有限である質のいい

次の社会の担い手である生命に、無限につなげて行

き心のかよった地球社会を作ると言うところに、直

接的にかかわりあっているのであり、またそういっ

たことの指導的な社会機関たり得るのが、奉仕クラ

ブの存在根拠でなければならない。」その他、「例

会費は平等、しかしそれ以外は自由である。因縁、

懐具合の状況に応じて献金すればよい。よって入会

するのに必要なのは経済力、家庭、会社の安定が必

要だが、経験が違うからよい。一業種二会員制度は

外れましたが、できるだけ良質の人を選ばなければ

ならない。」とあります。これは1981年8月に行った

日本区EMCシンポジウムでの話です。

　

　この二つの講演記録は、多少内容的にはだぶって

いますが、京都クラブをスポンサーとして誕生したが、

異端児と見られその将来を危惧されながらも京都パ

レスクラブは、この『小堀理論』を学ぶことによって、

京都クラブと合わせて京都市内に50名程だったワイ

ズメンが、39年経った今は、約470数名、16クラブに

なり、京都YMCAを支える原動力となる大集団となっ

たのです。

　また、京都では最近ワイズメンの政治家が誕生し

ています。国会議員、市会議員です。私達は彼らが「ワ

イズの奉仕の心」をもって、世の為人の為に働いて

もらいたいと応援をしています。

　場合によっては、国政に働きかけるキーマンとして、

国会や地方に働きかけることもできます。このよう

にして、一人ひとりが本物のワイズメンだという誇

りをもって、自分の力で出来ることから時代に合っ

た行動をしてください。

　

　学ぶことで理論武装をして自己研鑽を積んで、世

の中へ出て行き一人で働き、悩みを抱えてクラブに

戻り多くの仲間の励ましと祈りによって甦り、また

勇気と使命を持って自分の世界で世の為人の為に時

代に合った働きをすることがどれだけ大切かが、お

解りいただけたと思います。

　マザーテレサはクリスチャンですが、ヒンズー教

のインドの地で一人で働き、その働きが多くの人た

ちの感動を呼び起こし、亡くなられた後もその志は

引継がれています。多くの人たちが世界中からその

働きを志願して集ります。

また、今日の参考資料としてお手元に配布しました

中に、「ガンジー　7つの社会悪」は、

1.原則なき政治　2.道徳なき商業　3.労働なき富　

4.人格なき教育　5.人間性なき科学　6.良心なき快

楽　7.自己犠牲なき親交、であり、これが社会悪の

原点だとあります。現代の日本にこの原則に反して

いることがあれば変えなければなりません。ワイズ

はNOという勇気が必要です。孔子も最澄の言葉もど

う思われますか。一人で働くワイズメンとして心し

なければならない基準であり、国際聖句の祈りに通

じるものでありましょう。日本語になった仏教の言

葉や諺も参考になるでしょう。（添付：参考資料）
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　日本人の大半は、産まれた時からこのような言葉

や諺の中で育てられ、躾けられているわけで、その

ような環境で育った人たちにとって、「イエスキリ

ストの教え」が「キリスト教」信仰に結びつくと早

合点して本能的に拒否しています。しかし、法然も

親鸞も空海も同じことを言っています。

　ここで大切なのは時代に会った例会運営と絶え間

のない学びが必要なのです。京都パレスクラブは、

例会は「境地を求めて例会に至り、境地を得て例会

を去る」と位置づけています。

　「ワイズ読本」の22頁には私が「出席率の重要性」

を書きました。「研修制度の確立」についてはLT委

員会を中心に研修制度が定着しています。「会員構成」

は基本的には一業種二会員が望ましいが今の時代を

考えると、何等かの工夫がいるでしょう。「会員の

資質」は申すまでもありません。「新会員確保の方策」

は常に困難が伴いますが、戦略が必要でしょう。「ク

ラブ診断制度の提案」は、部長による各クラブの指

導が必要で、区はそれを協力する。「少子高齢化の

時代への対応」は若者がいないわけではありませんが、

「会員構成」とも関係しますので、かつての職業を

ベースにリタイアーした人を迎えるのも一考かと思

います。時代と共に全てが変化しなければなりません。

それでクラブが活性化すればよいのです。その他、

メネットの力を借りる必要があります。ユースにつ

いても継続的な支援が必要でしょう。皆さんはどう

思われますか？　

　クラブは「良質の社会人が集う社交の場」でなけ

ればならないのです。その場所やプログラムは時代

と共に変わらなければなりません。しかし、変わら

なければならないものと、変えてはならないものを

峻別する為にもワイズメンたちの絶え間ない自己研

鑽と哲学がいるのです。

　以上、三つのことについてお話しました。その上で、

何が必要で、何がいらないかをまとめていきましょう。

おさらいになりますが、

〈必要なものは〉〈必要なものは〉

1.1.「親睦の本質」を誇りを持って語れるワイズメン「親睦の本質」を誇りを持って語れるワイズメン

　　　　　　　　　　　　「ワイズ読本」30頁参照

2.2.自分の欠点と自己の限界を自覚しようと努力する自分の欠点と自己の限界を自覚しようと努力する

　ワイズメン　ワイズメン　　　　　　「ワイズ読本」31頁参照

3.3.ワイズメン同士や社会との連帯感を自覚出来るワワイズメン同士や社会との連帯感を自覚出来るワ

　イズメン　イズメン　　　　　　「ワイズ読本」32頁参照　

4.4.信用こそ奉仕クラブの親睦の中核であることを自信用こそ奉仕クラブの親睦の中核であることを自

　覚したワイズメン　　　　覚したワイズメン　　　「ワイズ読本」32頁参照

〈必要でないもの〉〈必要でないもの〉

1.1.自信を持ちすぎた自我　自信を持ちすぎた自我　「ワイズ読本」28頁参照

2.2.世俗の論理による判断世俗の論理による判断　「ワイズ読本」28頁参照

3.3.因縁の熟さない団体奉仕因縁の熟さない団体奉仕「ワイズ読本」32頁参照

　以上で、私の話は終わりますが、最後に「命」と「言」

の漢字にこめられたメッセージと「祈り」の大切さ

が遺伝子レベルで解明されだしているという資料を、

お手元に配布しておりますので、後ほどお読みくだ

さい。ご清聴ありがとうございました。

〈質問〈質問〉：ワイズメンズクラブ並びにＹＭＣＡは、

キリスト者の祈りによって設立された奉仕団体です。

それ故に、キリスト教精神に則った活動が基本だと

思いますが、今日、会員拡大におきまして、キリス

ト教精神がネックになっているのではないかと言わ

れています。また、ポールウイリアムアレキサンダ

ー氏が提唱されたワイズメンの理想主義とは何を意

味しているのでしょうか、ご見解をお願い致します。

〈回答〉〈回答〉：まず「キリスト教精神」は誤りです。「イ

エスキリストの教えに基づいて」です。一般社会に

おける企業や様々な集団は、社会の中における存在

感を保ち、その集団を支える人たちを教育する基本

となる思想や哲学となる社是、社訓が必要であるよ

うに、ワイズメンズクラブは「イエスキリストの教

えに学ぶ」ことを中心に据えて活動をしていますから、

会員は聖書を学ぶ必要があります。教養としても自

分の人生の幅が広がることでしょう。「イエスキリ

ストの教え」を紐解くことで、さまざまな解釈があ

ってもよいはずです。しかし、原理主義的なキリス

ト教の説教はノンクリスチャンには馴染みにくいので、

解りやすく、心にしみるような話が必要です。「ワ

イズ読本」20頁の3項をご参照ください。

　次に、私が思う「理想主義者」は「ワイズメンは

世界中に一人でも不幸な人がいる限り、自分も幸せ

にはなれないのだという目に見えない連帯感をもって、

世の為人の為に働くのだという不退転の覚悟で、自

分の置かれている世界（家庭、職場、地域などなど）

で、一人で働き続ける人。その為には普段の努力と

クラブ例会で多くの友人や素晴らしい感動するよう

な思想に出会い、自己研鑽を続け自分の力で出来る

ことから、日々実践している心身ともに健康な状態

の人で、次世代の人を育てる努力をしている人」だ

と思っています。

　金を残すのが三流、名を残すのが二流、人を育て

るのが一流ともいわれます。その意味ではこれが理

想主義者の理想ではないでしょうか。私は無意識に

人の為にさせて頂いていたことが、結果として自分

が生かされている原動力になっているように思います。

ワイズメンズクラブで学び育てられた結果でしょう。

これからも、優しく、そっと人に寄り添い、世直し

の気概と使命感と情熱をもって、ワイズソングにあ

る「いざ立て」の精神で行動することで、私に良い

影響を及ぼすエネルギーとして戻ってくるのかも知

れません。(2010年1月24日東日本区「フレッシュワ

イズ・スキルアップ・ミーティング」基調講演)
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