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 My time has come.     
 

(東日本区次期部長・事業主任研修会基調講演 

                              2014 年 11 月 1 日) 

藤井 寛敏 (元国際会長・東京江東クラブ)   

 

 こんにちは。 

 本日は次期部長・事業主任研修会にお招きをいた

だきましてありがとうございます。東京江東クラブの

藤井です。今日は少人数と思っていたのですが思

いの外大人数で多少緊張しております。 

 

 私は 2010年に国際会長を務めて 2012年 6月で
直前会長のお役が終わり、やっとトロイカから解放さ

れました。 

 今は 2016年の台湾での国際大会の委員長と
2022年のワイズ 100年の記念委員会のアジアから
のメンバーとして加わっているくらいで、もっぱらクラ

ブでワイズライフを楽しんでおります。 

 本日お集まりの皆さんは、ワイズ経験も豊富で、す

でにリーダーであるわけで、その方たちに参考にな

るお話と言えばワイズで皆さんより多少長く過ごして

おります私がワイズで経験したことを話す以外には

ないと思いますので、それにそってお話をしていこう

と思っております。 

 

はじめに 

 本題に入る前に、2010年の横浜での国際大会で
の私の IP(国際会長)であった最初のスピーチの概
要を紹介させてください。私にとってMy time has 
come, 私の出番だという心意気と、総花的ではあり
ますが、私のワイズ観をご理解いただけると思います

ので。少し長くなりますがお聞きください。スピーチ

は英語でしたのですが、原稿はまず日本語で作って

それから英語に直しましたのでこれはその日本語版

であります。 

 

IP speech 
 皆さんこんばんは。 

 88年前アメリカのトレドに流れを発した Y’smens’ 
Riverは、いまや世界 71カ国に流れを作り、その幅
を広げ、流れの速さ、長さを競い、大きな我々の理

想とする海に向かって流れを確実に進めております。

80年の歴史を振り返れば、先人たちの人類愛に満
ち溢れた情熱的な行動が現在のワイズメンズクラブ

を作っていることは明白であります。先人たちの献身

的な行動を考える時、頭を下げずにはいられません。

偉大な指導者たちから次々に手渡されたバトンをた

とえ 1年とはいえ、その継承者の一人となることはそ
の責任の重さに身が震える思いであります。 

 今期、皆さんとご一緒にワイズ運動の発展のため

に英知を結集して１年間お仕事が出来ることを光栄

に思っております。 

 

 我々の組織は世界に沢山あるボランティア組織と

大きく違うところがあります。 

 第一に、国際憲法に書かれているようにイエスキリ

ストの教えを受け入れるという共通な考え方で結ば

れていることです。しかし、ワイズは宗教団体ではあ

りません。創立者の Paul William Alexanderが申
しているように、イエスキリストのおもに倫理的な教え

を受け入れ、それをクラブの活動や日常生活に反映

させ、共通の目的である全人類のためによりよき世

界を創るために活動する世界的な友好団体でありま

す。 

 

 第二に、YMCA をサポートする団体ということであ
ります。我々の組織は YMCA運動の中から生まれ
たことを考えれば当然のことではありますが、青少年

の健全なる育成というYMCAの大きなミッションの一
つを我々も共有しているからであります。 

 このような共通する精神的な基盤が我々の組織を

他の組織との違いを浮き出させ、決して大きくはあり

ませんが世界 70カ国以上に広がり、社会的な変動
にそれほど影響されることも無く 90年近くに亘って
続いている大きな要因と思われるわけであります。 

 

 しかし我々は今、大きな課題に直面しています。 

YMCAはいまや世界 120カ国近くに広がり、利用
会員を含めると 6,000万人近い会員を擁する大きな
組織になっており、我々よりもはるか先にその歩みを

進めております。 

 YMCAは社会の変化に対応して自己変革を図り
ながら成長しているのであります。 
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 残すものと勇気を持って切り捨てるものをしっかりと

認識し、それを実行してきているのです。 

 まず我々は YMCAがどう変わってきたのか、これ
から先どこへ向かおうとしているのかをしっかりと理

解することが必要です。それが分かれば彼らが必要

としているものが見えてきます。 

 

 それと同時に我々は YMCA とは独立した組織で
あることを自覚して独自の Identity を持つ必要があ
ります。我々にはわれわれの Identityを際立たせる
構想と戦略が必要であります。 

 変えないで保持し続けるものと変わらなければい

けないものをしっかりと認識してそれを実行すること

がわれわれの行動を変え、組織を進化させるのであ

ります。 

 

 我々が持ち続けなければいけないものは Paul 
William Alexanderが我々の組織を作った時の行
動指針と、それを実現するための情熱と夢を追い続

ける理想主義者になろうという呼びかけへの応えで

あると思います。 

 

 我々は現在急速に進んでいるグローバル化に対

応しなければなりません。工業の進化は我々に豊か

な生活をもたらした反面、世界の片隅に生きる人々

にも、動物、植物にもその影響を与えるようになりま

した。80年前の創立者の Paul の時代には環境問
題が地球規模で語られたでしょうか。 

 

 ここ数年、我々はこのようなグローバル化の流れに

対応するような動きをはじめ、さまざまな活動をスタ

ートさせてきました。 

 Stop! HIV/AIDS運動の展開により 2006年、国
連の経済社会委員会の Consultative Status を獲
得し、2008年には環境問題に対応するため
に”Green Team”を設立しました。。 
 

 そして今年度こそ我々の組織にとって名実共に国

際、地球組織として国連と共に、YMCA と共に、社
会的な Global Issuesへの本格的な取り組みを始
める最初の画期的な年になります。すなわち、１年

間の試行期間を経た Rollback Malaria運動に対

する５年間の運動の最初の年となります。 

 しかし我々が最も重視しなければいけないことは、

これらの活動が皆さんのクラブの中でクラブの、そし

て自分の問題としてしっかりと認識され、行動に反映

されることであります。 

 我々の組織の変化、発展の原点は個々のクラブ、

個々の会員の意識の強さ、行動への意欲の高さ、そ

して行動の強さ、大きさであることをここで強調させ

ていただきたいと思います。 

 

 このような背景から私は今期のテーマを“Once 
More We Stand”としました。 
 これはご存知のように大会の開会式で皆様と共に

歌ったワイズソングの第１節目の歌詞であります。 

 この歌詞を作った我々の組織の創立者 Paul 
William Alexanderがこの組織を作った時の情熱
とワイズの将来に対する思いをもう一度思い返して

いただきたいのです。 

 

 もう一度立ち上がろう、立ち上がるには力もいるし、

苦痛もあるかもしれない。立ち上がれば新しい景色

が見えてくる。立ち上がらない限りは新しい景色は

見えない。 

 立ち上がろう 創立者 Paul William Alexander
の思いと情熱を共有するために 

 立ち上がろう 水平線のかなたに我々の理想をは

っきりと見るために 

 立ち上がろう この価値ある運動を次の世代に引き

継ぐために 

 立ち上がろう 明日への架け橋を作るために 

 最後に立ち上がろう 我々の理想である全人類の

ためよりよき世界を実現するために 

 

ありがとうございました。 

 (以上、2010年横浜国際大会でのスピーチ) 
 

 私がこのスピーチをしたのは私の意に添わず、晩

餐会の大きな会場で食事の前でしたので、後ろのほ

うではざわざわしている中ででした。 

 できるだけ大きな声でがんばったのですが、会場

が一つにならない中不本意ながらも続けました。し

かしまあ、私としては国際会長を引き受けた後という
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ことで大いなる昂揚感を感じながらのスピーチでした。

My Time has come now. いわゆる私の出番だ!  
という昂揚感あふれる感じを受け取っていただけれ

ばと思います。 

  

お役を引き受けた心境・ボランティアリ

ーダーのむずかしさ、やさしさ 

 

 さて、本題に戻りますが、渡辺次期理事から与えら

れました本日のテーマは「ワイズメンズクラブのリーダ

ーのあり方」ですが、NHKの朝ドラの「花子とアン」
の 9月での放送だったと思いますが、花子が赤毛の
アンの小説の中でアンが“My time has come at 
last”と言ったのを紹介していたのを見ていまして
「そうだ、主題はこれにしよう」と借りてきました。 

 主題はともかく、これからの話はリーダーシップに

ついてのお話ですが、その中でも特に｢情熱｣ ｢責

任感｣というところに力を入れてお話したいと思って

おります。 

 

 私が事業主任や部長をやった時のことはもう忘れ

ましたが、理事になったときは、ある有力なワイズメン

からそろそろやったらどうかと打診をされたのがきっ

かけでした。前々から理事になったらこうしてやろうと

か考えていたわけではありません。しかし、引き受け

た以上は組織の発展のために尽くそうと思いました。 

 皆さんもほとんどの方が推薦をされてその気になっ

てくるというのが普通だと思います。 

 それでよいのだと思います。しかし引き受けた後は

強くその気になることが大切だと思います。引き受け

た以上はやり通すのは義務であるとご理解してくだ

さい。 

 

 組織のあるところ、それがワイズのようなボランティ

ア組織であろうと会社のような組織であろうと必ずリ

ーダーが必要です。 

 それぞれのリーダーはそれぞれの組織の存立意

義である目的を達成するため、社員とか会員に働い

てもらわなければなりません。 

 そういう意味からは、リーダーに求められるものは

組織により多少違いはありますがそう大きな違いは

ないと思います。 

 ただし、それに属する社員やメンバーのやる気とい

うか、motivationは多少違います。 
 会社の場合、全員が報酬をもらっているだけあっ

て最低その分くらいは働こうと思っていると思います。

そして生活がかかっていますし、働きによっては昇

進も昇給も期待できるし、組織が大きければ社会的

な評価も受けますので上司、いわゆるリーダーの言

うことを本心から納得しているかどうかは別として一

応聞いて実行します。 

 ボランティア団体の場合は報酬がありませんので

その活動、事業、奉仕活動の意義、奉仕活動から得

られる喜び、人との交わりの楽しさなど motivation
を見出していると思います。しかしどうしても会社に

比べればmotivationが低いですよね。それは仕様
がないことですよね。生活がかかっているわけでは

ありませんから。 

 

 そういう意味でボランティアリーダーというのは結果

を残そうとすると会社のリーダーより、ある意味で大

変に骨が折れる仕事であると思います。 

 会社では目標を設定し、結果がどうであったかを

検証しますよね。そしてそれに対する評価と責任が

付いて回ります。ワイズの場合は理事は、通常、テー

マとして運動する心構えと言いますか、姿勢と言いま

すか、抽象的なものを掲げますよね。そして部長、事

業主任はそれぞれの目標を掲げます。しかし何もし

ないでいても流れはできていますので決まったこと

だけをこなしていけば時間がたてば終わりになりま

す。 

 

 あとで触れますが、結果についての評価も「彼は何

もやらなかったよね」くらいの噂話くらいで終わってし

まいますから、楽と言えば楽な訳であります。 

 

リーダーの役割 

リーダーの役割の一つとして 

・目標を掲げてその実現を督励する 

 目標の設定はみなさんの部または関わる事業に何

が求められているのかをよく考えて、周りの人の意見

をよく聞いて設定したらどうでしょうか。そう急ぐ必要

はありません。来年の 3月の次期会長研修会に間に
合えばよいくらいでしょう。 
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・周りの人をその気にさせるとありますが 

 会員の皆さんを「その気にさせる」これがボランティ

ア組織で会社などのほかの組織よりリーダーに最も

要請されることです。物質的な、社会的な評価とかイ

ンセンティブなしでその気にさせることは本当に難し

いことだと思います。 

 

・将来のリーダーの発掘、育成とありますが 

 私の理事の時に初めて事業主任を経験した 4人
のうち、お二人が今日お見えになっています。田中

理事とヒストリアンの仙洞田さんです。私が育成した

わけではありませんが勝手に立派に育っていったと

いうのが実感であります。 

 

リーダーシップとは 

熱意と責任感についておはなしします。 

 我々のようなボランティア団体のリーダーに必要な

最も大事なものはこの熱意と責任感だと私は思いま

す。 

熱意 

 熱意はどこから生まれるのでしょうか。まず自分の

属する組織を意義あるものと認め、組織の発展を切

に願うことが必要でしょう。 

 熱意とは伝染するものであり、人々を前向きの反応

をさせると言われています。まして無報酬のリーダー

があらゆる機会をとらえてどこへでも現れ、声がかれ

るほど熱意を示すのを見て反応しない人はいるでし

ょうか。かのデールカーネギーは「熱意は内部から

生まれる感情である。熱意を得る方法は自分でやっ

ていることと自分自身を信じること、そして何かを成し

遂げたいとはっきりと望むことである。そうすれば熱

意が必ず生まれてくるのだ。」と言っています。 

 

次に責任感 

 責任感というのは役職に要請されている仕事を遅

滞なくやり遂げようと決心する感情とでもいうのでしょ

うか。 

 熱意をもってお役をこなそうとすれば、おのずと責

任を果たそうという気持ち、即ち大いなる責任感が

生まれてくるのは当然なことです。 

 私は国際会長を引き受ける前の時に大学の同級

生（の門松正宏君）が旭硝子の社長になってからす

ぐの時にもう一人の友人とともに会う機会がありまし

た。彼はその時に「うちの会社には世界に 36,000人
の社員というか従業員がいてね。その責任の重さを

考えると気が遠くなりそうだよ」と言いました。 

 私がもし国際会長になったら 30,000人のメンバー
のリーダーになるのだ、とその時すぐ思い、大変なこ

となんだなと思いました。私の会社は多い時でも 30
人くらいの社員しかおりませんでしたから国際会長

になったらよい経験ができるなとも考えました。 

 

 準備を含めてお役をこなしていく中でこの熱意と責

任感を持ってこなしていけば、あなたがやろうと思う

仕事は成し遂げられると確信します。何が要請され

ているのか、部長として、事業主任として、事務的な

仕事は当然ながらマニュアルに書かれていることを

実行するだけです。熱意と責任感があればマニュア

ルなど家に帰って読めば済むことです。 

 最もあなたが期待されていることは理事の掲げた

方針、あなた方がそれに補足、又は加味した事項を

クラブの会長、主査を通してクラブの皆さんが心から

やり抜こうという気持ちになって実行するように仕向

けることです。 

 

衆知を集める 

 リーダーシップとは、松下幸之助さんは一言で「衆

知を集める」力、能力と言っています。多くの人と

communication をとり、人の話を聞き、そこからヒン
トを得る力、人が意見を言える雰囲気を作れる人、

人をやる気にさせる力、人の言うことを聞ける大きな

人間になることです。 

 物事の見方、感じ方というのは十人十色です。特

に我々のような奉仕団体というのは、奉仕する対象

への奉仕の仕方は何か一つが絶対に正しいというも

のはありません。進め方もある意味から言うとみんな

正しいのです。例えば委員会や役員会で何かを決

める時、どちらでも大して変わらないことに関しては

自分の意見にこだわらず他の人の意見に従ったらよ

いと思います。次の機会にはその人はあなたの言う

ことをしっかりと聞いてくれ、心から一緒に仕事をして

くれるでしょう。 

 なぜ人の話を聞くのでしょうか。我々が頼りなのは

彼らが心から動き出してもらうことなのです。 
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そのためには communication を良くして皆さんが
話す以上に彼らの話を聞き、良いと思ったことは採

用するのです。 

 これがメンバーをその気にさせる“こつ”であり、同

時に将来のリーダーを育てることにもなるのです。 

 人に信頼され、あの人の言うことなら聞こう、あの人

に協力しよう、あの人とともにやっていこう、と思われ

る人、即ち人格的にも優れた人であることが望まれ

ます。 

 熱意をもってより良いリーダーになるべくご自分を

磨いてほしいと思います。 

 同時に、いったん決めたらとことんある期間は集中

して成し遂げようと熱意を持って努力する人が望ま

れます。皆さんの場合で言いますと、これから少なく

とも1年と8カ月にわたって集中力を持って突き進ん
でいただければと思います。 

 

心を決める  

 心を決めてください。 

“Your time has come at last” ついにあなたの出
番が来たのです。あなたの出番です。 

 熱意と責任感を持って来期の任期を務めあげると

心に決めてください。ワイズの活動を最優先すると心

に決めてください。 

 まず予定表にワイズの予定を書き込んでください。 

 できるだけ仕事もプライベートでも事前に調整して

ください。これはぜひ実行してください。 

そうしていてもいくつかの飛び込みが必ずあります。 

 

準備（私の場合） 

 国際議員からアジア会長、国際会長まで歴史を

学び、背景を整理するために画面(編者註:ワイズ

運動史、75年史、ワイズ必携、ワイズ読本等)にあるような

ものを読みました。一度読んで線を引きその個所を

読みなおしました。これらは部長マニュアルに出て

いることと同じようなものです。 

 

 現状を理解し、・課題を見つけ、解決方針を検

討するために文字通り衆知を集めるためにチーム

を作ったり、これはと思う人と communication をとり、
情報を仕入れ、知恵を借りました。 

 アジア、国際の理解につきましては、理事を経験し

ている中でかなりの情報はつかんでおりましたので

実際はアジアの時も、国際の時も直前会長になって

から具体的な準備を始めました。 

 しかしアジア会長の時は初めての国際における地

域のリーダーですのでかなり緊張しました。チームア

ジアという組織を作りました。国際議員、アジア会長

経験者、韓国の人も含め、いわゆるアジア会長の支

援組織というかアドバイザーのような組織で、アジア

における問題点それの解決策などを話し合い、方針

や実行プランを作りました。   

 直前国際会長の時はその時の国際会長のカナダ

の Kevin さんとは会議の合間になるべく時間をとり、
communicationに努めました。ジュネーブの前の
書記長の家にも泊めてもらい問題点を話し合いまし

たし、次の書記長が西村さんに決まっていましたの

で彼ともずいぶんと話し合いをしていくつかのプラン

を練りました。 

 また、これはと思われる議員の人と仲良くなり、彼ら

と意見を交換する中で問題点、解決策などを作って

いきました。彼らと交流するためにまず名前を覚え

ることでした。 

 国際議会で朝とか休憩時間の時など、すれ違うた

びにHi Joerg !  Hi Poul! などと声をかけて覚え
るようにしました。相手も自分の名前を呼ばれて私が

彼の名前を覚えてくれていることに感激して親しくな

るのはそう時間がかかりませんでした。 

 

 この名前を覚えるということは我々にとって苦手

のことの一つですが、相手と communication をとる
上で非常に大事なことだと思います。役員のあなた

に自分の名前を言われたら誰だって嬉しくなります

よ。ぜひ話の中で相手の名前を入れてください。 

 

語学の問題 

 国際議員になって私にとってもう一つ大変なことは

語学の問題でした。 

 私の英語は受験勉強と大学での教養課程での英

書講読くらいで、日常の挨拶程度の会話力でした。 

相手の言っていることが理解できなければ話になり

ませんのでそれこそずいぶん真剣に勉強しました。 

 3年間くらい Nativeのアメリカ人に週に 1回自宅
に来てもらいましたし、新宿にある日本一厳しいと言



 6 

われた会話を中心とした学校に午後だけでしたが 1
年間通いました。授業中、早くしゃべれないと無視し

て飛ばされてしまうので予習が大変でした。またカナ

ダの弟のところへ 3週間ほど滞在して英語学校に行
きましたし、胆のうの手術の後の静養を兼ねてニュ

ージーランドでホームステイをして英語学校へ 1カ
月ほど行きました。どこへいっても最長老でした。 

 また、受験に必要な英文の基本的な 600構文を日
本語を見て英語で空で言えるように練習もしました。

夜中や明け方には CNNや BBCのテレビも見聞き
しました。単語、熟語帳は 15冊以上になりました。
朝夕通勤の 30分の車内では復習をしておりました。 
 これらは会社勤めの中ででしたので結構大変でし

た。これも責任感と熱意と言えば格好がよいのです

が、1番大きな動機は恥ずかしい思いはしたくないと
いうのが正直な気持ではなかったかと思います。 

 それでも悲しいかな年寄りの手習いということで辞

書を閉じた途端に引いた言葉の意味を忘れてしまう

という状態の中で、何回同じ言葉の意味を繰り返し

見たかわかりません。 

 

 それでも会議での議論についていけないことが

時々ありました。ただ、ワークブックが事前に渡され

ますので読んでおけば何を議論しているかはわかり

ますので 70％くらいは理解できました。 
 また、意見は事前に準備をしていきましたので自

分の意見は言うことができました。 

 

皆さんの場合の準備 

 「段取り八分」などと昔から言われておりますが、準

備の良しあしで 80％くらいは決まる、と言っても過言
ではありません。 

 当期になると公式訪問、評議会、部会、役員会、

打ち合わせ会、原稿書きなどのためスケジュールを

こなすことが優先されるので、思考の時間がなかな

かとれません。この 8 ヶ月間をしっかりと準備をしてく
ださい。 

 

・歴史を学び、現状を知ることはマニュアルに出

ておりますので省略します。 

 大事なことは現部長と、現事業主任とは

communicationをしっかりとり、それぞれのクラブの

現状と問題点、現部長が行っている指導などをしっ

かりと教えてもらう。特に評議会の時には次期部長と

して出席し、しっかりと communication をとる。 
 

・テーマを含めて方針を決めるため現役員との懇

談、折を見て元リーダーや一般会員と懇談を重ねて

テーマのヒントを得る、テーマを決める、焦点を絞る、

短く、分かりやすく、元気の出るような。私の理事の

時の失敗、カモンガッツ。 

 

・仕事の分担を決めて有効に働いてもらうよう内閣

を組織する。 

 書記、会計、事務局長はなるべく近くにいて気心

が知れている人がよい。 

 直前の時から月に 1度は集まり、communication
を図るとよいでしょう。 

 主査についてはクラブ任せにしないで人物本位で

決めてください。 

 

任期スタート(私の場合) 

 国際大会の 1週間前に国際議会がスタートしまし
た。私が司会をして議事を進めていかなければなり

ません。不安の中でのスタートでした。 

 これは 2年前の次期会長研修会で話したことです
が、会議の冒頭で１番奥の席に座っていたインドの

議員の一人が手を挙げて話しだしました。一生懸命

に聞こうとしましたが何を言っているのかわかりませ

ん。そこで私の隣に座っていた直前会長のカナダの

Kevin さんに、彼は何を話しているのかと聞きました。
すると彼も分からないと言いました。私はそれを聞い

て Native でもすべてがわかるわけではないのだと思

い、気が楽になりました。この時どう処理したのかは

忘れましたが、緊張が外れ、分からない時にはもう一

度ゆっくりと話してくださいと堂々と言えるようになりま

した。 

 その時の議会での私からの大きな提案事項は、 

1) 前年までに作ってあった 10年後のプラン
Vision2020をワイズ 100年を迎える 2022年にある
べき姿を述べた Vison2022に変えること。 
2) Vision2022のあるべき姿を実現するために
Towarsds2022 という組織を作る。従来の各事業主
任を一つの組織にまとめてそれぞれを有機的に結
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び付けるというものでした。 

 これらの二つにつきましては、事前に主だった議

員には私の意見をメールで何度も送り、あらかじめ

賛同を得ておりましたのですんなり通りました。 

 しかし、２）の中の国際議会改革につきましては、

国際の財政は毎年赤字が続いているので何とか改

善するため、おもに議会の規模を他の団体並みのス

ケールにする（議員数を 21名から 15名に減らす）、
特定の地域によるコントロールを防ぐ（地域からの選

出議員の数を最大 3名迄にする）という内容でした
ので特にインドは現状が 7人から 3名に減らされると
いうことで猛反対をしましたので特別委員会を作っ

て検討することになりました。 

 委員長にタイのWichian さん、インドからは Issac
さんに入ってもらいました。偶然にも二人とも国際会

長になりました。私はこの案を何としても通さないとワ

イズの将来の展望は開けないという決意のもとに、

事前に委員とのメールでのやり取りに、私の主張を

それこそ手を変え品を変え、多少の妥協を含めて何

度もやり取りをしました。 

 しかしインドの内部の意見の調整ができず、私の

期では結論が出ませんでした。次の Fin さんが国際
会長の時の 12月に結論を出そうとバンコクの会議を
計画し、Fin さんは彼の代わりに私に出てくれるよう
要請されました。 

 会議ではインドの Isaac さんをみんなで懸命に説
得して結果的には私の提案がすべて通るという形で

決着しました。熱意が通じたと実感した瞬間でした。

ワイズでこんなに達成感を感じたことは過去の記憶

にありません。この案は国際議会、クラブ会長の投

票で承認され 2015年から実施されます。 
 

 私がこのようにお役を引き受けてから様々なことを

してきたことをもちろん自慢するつもりで申し上げた

のではありません。英語もできないのになぜ引き受

けたのかと言われると確かに困ってしまいます。もち

ろんみっともない真似だけはしたくないということも大

きな動機にありましたが、私を駆りたてたものは熱意

か、情熱か、責任感か、プレッシャーか、あるいはそ

れらが混じりあったものだったのでしょう。 

 しかし、基本的には私はこのワイズメンズクラブの

運動に大いなる意義を認め、本当にこの運動が好き

でその発展を心から願っているということが原点にな

っていると思います。 

 引き受けた以上は少しでもこの運動の発展のため

に力になろうという情熱だと思います。 

皆さまにこの私の情熱を理解していただきたくて長

い話になってしまいました。 

 

任期スタート（皆さんの場合） 

 お手元の部長マニュアルをしっかりと読んでいただ

き忠実に実施していただければ何の問題もありませ

ん。 

 本日の私の役割ももちろん、如何に皆さんにマニュ

アルを本気で読む気にさせるかであると理解してお

ります。いよいよ終わりに近づきました。 

 

楽しく任期を走りぬきましょう。 

 準備は万端です。部長、事業主任になればメンバ

ーの皆さんはそういう目であなたを見てくれます。あ

る意味では心地よいものです。あなたの言うことには

耳を傾けてくれ、あなたの質問には真剣に答えてく

れます。肩の力を抜いてメンバーの皆さんとの会話

を楽しみましょう。楽しむということは肩の力が抜ける

ということで、そうすると今まで見えていないことが見

えてくる場合があります。新しいアイディアがわいてく

ることがあるのです。私も国際会長の時は 8 回の海

外行きで訪問した先々で皆さんと大いに楽しみまし

た。 決してプレッシャーの中だけにいたわけではあ

りません。 

 

 渡辺次期理事はその方針の中で会員の拡大と部

の強化に力を入れたいと述べておられますが私も

まったく同感でございます。これらについて少し述べ

させてください。 

 東日本区の会員数は2年前より1,000名を切りまし
た。東日本区の喫緊の課題は会員数の減少に歯止

めをかけると同時に確実に反転に転じさせることです。 

 我々のような運動は会員数がいったん減りだしま

すと、この大台を回復するにはよほどの覚悟をして

増強に取り組まないと達成は難しいと思います。 

 アメリカでは 1960年代後半から 70年代初めには
約 9,000名いた会員が数年間で半分近くになってし
まいました。この減り方からすると計算上からは 2000
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年には 0になっているはずが 2013年でも約 1,300
名は残っているんですね。なかなか 0にはならない
のですがそれは、どこにでも組織に強い情熱を注ぎ

続ける人たちがいるからです。しかし、数字を挽回す

るのは不可能と言っても良いでしょう。 

 東日本区もこのままいけば全くアメリカと同じ道をた

どることになります。 

 一昨年私は次期会長研修会で「turning point」と
申し上げましたが、まさしくここ一,二年で手を打たな

ければずるずるとゆっくりではありますが、しかし挽

回はまず難しい衰退の道をたどることになるでしょう。 

 

 会員増強につきましてはここ 10 年くらいの間で歴

代理事や事業主任の皆様が様々なアイディアを出

し合って努力を積み重ねてまいりました。 

 東日本区 2000プロジェクト、同伴運動、invitation
運動、KJ法の実践奨励などなどです。 
 

 ここからは私見であります。 

 でもこれらの運動は各クラブの皆様が一体となって

本当に真剣に取り組んできたでしょうか。 

 事業主任の掛け声に対して、各部の部長はどれだ

け各クラブにその実施を呼びかけたでしょうか。 

 各クラブが全体で真剣に会員増強方法を話し合っ

てきたという報告はそう多くは聞いておりません。部

長こそ各クラブに一番近いところにいるわけですから、

会員増強事業主任の呼びかけを主査とともに各クラ

ブに呼びかけるべきだと思います。 

 公式訪問、評議会、部会など最低でも 5回ほど訴
える機会があるのです。同じことを何度でも訴えてく

ださい。 

 

 最後に、後ほどマニュアルの中で説明があるとは

思いますが、部長にとって一番大事だと思われるク

ラブへの公式訪問について私見を申し述べさせて

いただき、お話を終わりにしたいと思います。 

 

公式訪問 
 部長及び部役員がクラブの多くのメンバーと直接

接することができるのは、クラブの公式訪問が唯一

の機会です。区理事、事業主任の方針を含めて部

長の方針をしっかりとクラブのメンバーに知らせてく

ださい。 

 私の見ている範囲の部長さんのそのほとんどが 5

分くらいしか話をせずに形式的に公式訪問という義

務を果たしているだけにしか私には思えません。 

 まずその公式訪問の目的と意義をしっかりと認識

してください。 

 

 区及び部の方針を、特に力を入れているものを強

調して説明し、実施を要請するとともに、クラブの実

情、問題点をつかみ、問題解決のために知恵を出し

相談に乗り、クラブ会長はじめクラブ員を鼓舞するこ

とにあります。 

 クラブの公式訪問には必ず役員の何人かが同行

し、例会の 1時間前にクラブ役員との懇談をお勧め
します。これはクラブ役員と部役員の貴重な懇談の

機会です。 

 部長のクラブ公式訪問日の例会は公式訪問にか

かわるプログラムをメインプログラムにしてもらうのが

理想的です。発言の時間を十分に取ってもらい、部

の現状、今期の目標、クラブの問題点、クラブへの

要望などしっかりと準備して例会に臨んでください。

書記、会計、主査にも発言してもらってください。最

低でも部長、役員の発言の時間は 30分をとってもら
ってください。 

 プログラムに困っているクラブでは部長を交えてク

ラブの会員増強策や将来について話すのも良い機

会だと思います。 

 

 それぞれのクラブが自分のクラブの、自分の問題と

してその気にならない限り、この会員増強の効果す

なわち全体での増員の実現はないと私は思っており

ます。 

 以上私見を申し上げました。 

 

Your Time has come now. 
 さあ情熱と強い責任感を持って次期のお役の準備

に取り掛かりましょう。 

 みなさんが役員として任期を終える時、区や部、そ

してワイズのために何をなしたか、納得と満足感を得

られる 1年にしてください。 
 
Your Time has  come .  あなたの出番だ。 
Good Luck  !!  健闘を祈ります。 
 

 

 

                        


