
皆さん、こんにちは。　　　　　　　　　　　　

2003年～2004年度の東日本区理事を勤めます富士ク

ラブの樫村好夫でございます。理事方針を報告いた

します。

理事主題として、『共に分かち合え　豊かな奉仕を』

“Let’s Share Together _ our Affluent Services.” 

副題として、『出来る事から始めてみよう。あきら

めない！』―　Begin with Possible Matters, and 

Never Give Up !!　―と致しました。

(1) (1) 東日本区定款改定に就いて申し上げます東日本区定款改定に就いて申し上げます。

　東日本区定款が、国際議会で承認され、2003年7月

１日から、完全施行される事になりました。これに

伴って、定款の細則や、その他の関連事項が、既に

決定されております。

　日本区が、２区に分かれて、東日本区となってから、

6年間が過ぎましたが、この間、定款改定の作業に就

きましては、歴代理事をはじめ、多くの諸先輩の汗

のにじむ、ご努力がなされて参りました。衷心より

感謝申し上げる次第でございます。

　東日本区の発足に当たり、区の機構を根本から改

革して、全ての組織のスリム化を計りました。今ま

での、区から部へ、部からクラブへとの所謂、上意

下達の方式を中止しました。そして、東日本区から

の発信ではなく、各部、各クラブへと、活動の中心

拠点を委譲し、自由で闊達な発想を期待致しました。

ワイズメンズクラブ国際協会の組織の基本は、クラ

ブであり、クラブ会長並びにクラブメンバーであり

ます。その理由は、国際会長選挙の為の選挙権は、

クラブ会長一人のみが持っているからであります。

ワイズのメンバーからクラブヘ、クラブから部へ、

そして部から区へと発信して下さい。

　当初の目的には、いまだ、十分とは申せないと思

いますが、定款が完全決定したと言う事は、東日本

区の根本的な基礎が固まったと言う事で、この上な

い喜びであります。既に、各部や各クラブに於かれ

ましては、各部則・各会則の検討がなされている所

もございます。各部則・各会則が新しい東日本区定

款に、整合性があるように、早急に準備する事をお

願い申し上げます。これからが、飛躍の時と思って

います。

(2)『相互理解』『寛容の心』で、皆がひとつとなって。

全てのメンバーが、クリスチャニティーを理解しよう全てのメンバーが、クリスチャニティーを理解しよう。

　9・11から、世界が一段と大きく変化して参りまし

た。アメリカ本土が、建国以来はじめて、外国から

のテロ攻撃を受けた訳です。このテロに対する報復、

宗教の違いによる争い、貧富の差の拡大、地球規模

による環境破壊等、永遠に解決の困難な問題であり

ます。

　これ等の対立や、諸問題からの開放には、『相互

理解』と、『寛容の心』が、最も大切だと考えてい

ます。『寛容』の精神こそは、洋の東西を問わず、

各個人の心の中に深く刻まれているのに、人間とし

ての『サガ』とでもいうのでしょうか、上手に表に

出せないもどかしさを感じています。

　富める人も、そうでない人でも、各々の立場で、

物心両面で『共に分かち合え』ば、楽しく、心豊か

な奉仕が可能で、道は、自ずと開けるものと確信し

ています。そして、国際協会のキャンペーン、「暴

力にノー！」 “Say No to Violence！”を、声を大

きくして、これからも叫び続けたいと考えています。

既に日本YMCA同盟では、『イラク攻撃に強く反対し

ます』との文書を、アメリカ大統領・イギリス首相

に送付してあります。東日本区と致しましても、

YMCA同盟のアッピールに同調する事を宣言致しました。

　イラクに北朝鮮に、危機が迫っています。今こそ、

『平和』が望まれます。

　ローマ法王ヨハネ・パウロ二世は、既に、国教の

国イギリスを始め、ロシアに、または、イスラム教、

ユダヤ教との歴史的な和解を、勧めております。こ

れこそ『寛容の精神』の表れと思います。

　多くの日本人は、「お宮参り」や「七五三」等は

神社で、結婚式はキリスト教会で、お葬式はお寺さ

んでと、宗教に関しては、“日本教”とも言うべき、

或いは、無神経とも言えなくもありませんが、非常

に大らかで寛容であります。

　ノンクリスチャンの方で、新郎新婦が、結婚式を、

キリスト教会であげ、牧師さんの聖書によるお祝いと、

お説教、そして賛美歌を声高らかに歌っても、出席

者を含めて、特に、奇異とは感じていないのではな

いかと思っています。

　総じて、日本人の心の中には、『曖昧とか』『優

柔不断』とか、ハッキリとものを言わない、所謂、『心

くばり、優しさ』が感じられます。『白か黒か』の

判然とした物でも、遠回しの表現で、相手を傷つけ

ない国民性としての、特徴があると考えています。�

　ワイズメンズクラブの例会等に於いても、このあ

たりの所が、クリスチャンであってもノンクリスチ

ャンであっても、もっともっと大らかな“日本教”

になって貰いたいと考えています。　

　エクステンシォンの初めには、何時も、クリスチ

ャニティーの事が話題になります。
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　話題と言うよりは、ノンクリスチャンの方々にとっ

ては、改宗しなければと、思う人もいる程の深刻な問

題であります。クリスチャンの方々が考えているYMCA・

ワイズメンズクラブへの想いと、ノンクリスチャンの方々

が肌で感じている、YMCA・ワイズメンズクラブへの想

いに、大きな開きや溝があるように感じています。ク

リスチャンの方々にとっては、ノンクリスチャンに対

する『寛容の心』、そしてまた、ノンクリスチャンの方々

にとっては、クリスチャンに対する『寛容の心』を、

お互いに良く相互理解をする必要があります。その結果、

最も悲しいクラブの解散と言う事も無くなるものと考

えています。

　ワイズスピリットとクリスチャニティーに就いて、

鈴木功男元日本区理事は・・・

『ワイズダムには、クリスチャンとノンクリスチャン

と言う、2つの人種があるような受け取り方がされてい

ますが、ワイズダムには、ワイズメンという人種ひと

つしかありません』�

　そして、『信仰について、口をつぐんで沈黙するこ

とが、ひとつの思いやりとして必要だと考える時に、

その事によって新たな差別感を生み出している』と述

べています。けだし、至言だと思います。

　お互いに、口をつぐんで沈黙するのではなくて、宗

教観やその他に就いて、お互いに明るく、フランクに

トコトン話し合うべきであります。

　お互いに良く話し合って、お互いに良い結果を導く

べきであります。私は、この事は、不可能ではないと

思っております。

　

このクリスチャニティーに就いては、ワイズメンズク

ラブ創始者のポール・アレキサンダーは、・・・

『ワイズメンズクラブには、たった一つの種類のメン

バーしかない。即ち、活動するメンバーがあるだけで

ある』と言っています。そしてまた、多くのワイズメ

ンがワイズダムとクリスチャニティーに就いて同様の

意味で、この事に言及しています。

　東日本区のワイズメンズの伸び悩みには、経済的な

問題の他に、クリスチャニティーの問題が非常に大き

く関わっていると、私は考えています。

　如何なる宗教にあっても、信仰とは、一人一人、各

各個人々の問題でありまして、事、信仰に就いては、

ワイズメンズとは、直接的な関係はないものと考えて

います。

　ワイズメンズクラブは、キリスト教精神の愛を尊重

しつつ、また、イエス・キリストの倫理的な教えに沿

って、活動するクラブだと承知しています。

上林牧師のYMCA縁側論には、感銘いたしましたが、他

所様の縁側まででも、無断では、入り過ぎの様に感じ

がしている人がいるのも事実です。

　細い路地の縁台辺りで一度、腰を下ろして一休みし

てから、クリスチャニティーについて、考えた方が良

いのかも知れません。決して、クリスチャニティーを

否定したり、ないがしろにする訳ではなく、むしろ、

大切なものとして、侵してはいけない部分だと考えて

います。

　

　ワイズメンズクラブ国際協会初代会長としてのポール・

アレキサンダーの最後の文書は、彼が亡くなる2年前の

1951年11月28日に、YMCAとワイズダム運動のリーダー

に宛てて書かれた物でありまして、YMCAとワイズメン

ズクラブにとって、大変示唆に富んだ文書で、今日に

於いても、なお、ワイズメンズクラブにとっては必須

の文書であると私は考えています。特に、クリスチァ

ニティーに就いては、非常に重大な文書だと思ってい

ます。

　この文書の中で　―　『YMCAとワイズメンズクラブは、

キリスト教の神学的な教義を、実践する所ではない。

ワイズマンであるという事とは、人が何を信ずるかに、

依ってではなく、何を為すかに、基づいている』　―

と述べています。

　大都市では全く別だと思いますが、地方の都市では、

YMCAとは、如何なるものか？から、説明する必要があ

ります。神田美土代町のYMCAの建物は、見た事がある

と言うのは、まだ、良い方で、YMCAの活動内容につい

ては、全く知らない人が多いのであります。まして、

ワイズメンズクラブに就いては、その名前すら知らな

い方が殆どであります。

　私は、御殿場市に、ワイズメンとは全く関係の無い

友人が3人います。10年位前と思いますが、彼らに、

YMCAとワイズメンズクラブに就いて、尋ねた事があり

ました。YMCA東山荘に就いては、何かあの辺に建物が

あったなー、との事でしたが、内容に就いては、全く

解からないようでした。ワイズメンズクラブに就いては、

その名前すら知りませんでした。

　ご承知のように、御殿場クラブは、メンバーこそ多

くはありませんが、それでも、16名のGOOD STANDING 

CLUBであります。CS活動としては、ジャガイモ・ファ

ンドや、そして、東山荘のプールや東山荘周辺の掃除を、

毎年行っている素晴らしい活動的なクラブだと思って

います。大きなYMCAの施設がある町でも、この位の認

識度であります。
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　W・I・S・Eの賢い人の集まりでは、自分の所に勧誘

に来る筈もないし、また、ある人は、グループサウン

ズのymcaかと思ったとの笑い話すらありました。

　したがって、EMCの初めから、『イエス・キリストの

教え』を声高にすべきではないと、私は、考えています。

　ワイズメンズクラブは、キリスト教の教義や信仰で

はなく、YMCAをサポートし、キリスト教精神の愛を、

倫理を、尊重しつつ活動しているクラブです、と説明

しても、受け手側は、既に、キリスト教と言う言葉に、

強いアレルギー反応を持っていますので、キリスト教

の宣教対象にと、思う人が多いからであります。最初

から声高に、YMCA・キリスト教精神と押し付けなくとも、

クラブライフを通して、キリスト教の文化として、キ

リストの愛を、キリストの精神を理解し、活動的で、

立派な素晴らしい、誰にも負けない、ワイズマンにな

られたメンバーが多数おられる事を、私は知っています。

(3)(3)同盟結成１００周年を迎えて、同盟結成１００周年を迎えて、YMCAYMCAとの協働との協働

次の世代に向かい、対等な立場で、緊密な関係を次の世代に向かい、対等な立場で、緊密な関係を。

　ご承知のように、世界には、大きな４つの奉仕団

体がございます。ロータリークラブ・キワニスクラブ・

ライオンズクラグと、そして、私共のワイズメンズ

クラブであります。

　その他、数多くの奉仕団体がございますが、唯一

YMCAを支えて奉仕活動をしているのは、我がワイズ

メンズクラブのみであります。

　世界は、お互いに近くなりました。種々の面で、

近くて遠い国もありますが、何れの日にか、これ等

のサービスクラブの間に、横の連絡網が出来ないも

のかと期待しています。

　都市YMCAと学生YMCAとが合同して、日本YMCA同盟

を結成し、2003年の今年には、創立100周年を迎える

事になりました。

　YMCA同盟では、2003年10月に、YMCA週間として種々

の催しを計画しておられます。この記念事業として、

若者達へのリーダートレイニングに大投資をすると

の事であります。

　この事業は、次の100年に向かってのYMCAの存亡を

賭けた、最大の事業と承知しております。私共、ワ

イズメンズクラブといたしましても、最大限の協力

を致しますので、是非、成功させて頂きたいと祈っ

ております。

　ワイズメンズの皆様方に於かれましても、よろし

くご協力のほどを、お願い申しあげる次第でござい

ます。

　YMCAとワイズメンズクラブとの協働に就きましては、

よく車両の両輪に例えられますが、私は、独立懸駕

の四輪駆動の車両が最適かと考えています。通常は、

YMCAとワイズメンズクラブは、独立して活動をして

いますが、いずれの場合でも、前輪・後輪は、お互

いを尊敬し、そして、お互いを認め合い、自分のア

イデンティティを堅持し、尚且つお互いが必要の時は、

前・後輪の四輪を一挙に駆動し協働して、事に対処

すべきものと考えています。

　私は、これからが、新しい時代のYMCAとワイズメ

ンズクラブとの関係が、開かれるものと考えています。

ご承知のように、ワイズメンズクラブは、1922年、

オハイオ州トレドにて、ポール・ウイリアムス・ア

レキサンダー達により、誕生いたしました。

　ワイズメンやワイズウィメンは、YMCAの為の人々

であり、YMCAの為にのみ働く人々であった訳であり

ますから、ワイズメンズと致しましてはYMCAを心より、

『あーしてもやりたい、こうしてもやりたい』と、

寝ても覚めても、何時でも、何処でも、思っている

訳であります。

　しかしながら、これ等の想いが、何時でも何処でも、

満たされると言うわけではありません。中々、想い

が通じなくて、ワイズメンズクラブが、YMCAに対して、

所謂、『片思いの時』が多い様な感じがしてなりま

せん。

　この『片思い』は、私だけなのでしょうか？

『相互理解』・『寛容の心』を持って、YMCAとワイ

ズメンズクラブは、『相思相愛』になるべきだと、

私は思っています。

　Y3が発足して、活動されている事には、感謝して

おります。また、ユースコンボケーション等で、ア

ジアや世界の若者達との交流を通して、頑張ってお

られる事も承知しています。昨年は、8月にシドニー

で行われました、ワイズメンズクラブ国際協会国際

大会で、ユースコンボケーションの活動があり、また、

素晴らしい報告書も拝見致しました。

　しかし、これ等の活動には、その上に『継続する事』

が必要であります。そして、この『継続する事』こ

そが、力であり、最も大切で重要な事だと思ってい

ます。

　ワイズメンズクラブとして、最大限の協力を、惜

しむものではありません。学校や就職等で大変な時

期があるとは思いますが、世界の若者の仲間達と一

緒に集まって、活動をした感動を忘れずに、何時の

日にか、ワイズに顔を出して下さい。

　Y3の仲間であった越智光輝さんは、若いワイズマ

ンとして、活動をしております。素晴らしいお手本

だと感激しています。
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(4)IT(4)IT事業の充実、全クラブにホームページを事業の充実、全クラブにホームページを

メーリングリストを利用して、経費の節約・連絡のメーリングリストを利用して、経費の節約・連絡の

迅速化迅速化。

　(省略させていただきます)

　

(5)(5)一クラブ一事業、特徴のある一クラブ一事業、特徴のあるCSCS・Yサ活動サ活動

ワイズメンズクラブが、地域に認められる為にワイズメンズクラブが、地域に認められる為に。

　ワイズメンズクラブのメンバーの高齢化が問題に

なっています。高齢化はクラブの退化に繋がります。

この事は、アメリカのワイズメンズクラブで、既に、

実証済みであります。

　理想的な新陳代謝を行うべきとは思いますが、平

均年齢だけでは論じられない一面があると考えてい

ます。仕事をリタイヤー後、別の意味での生涯現役

を掲げた「元気溌剌、新老人」が一杯います。�

　また、EMC特別委員会が発足いたしまして、国内担

当事業主任の北村文雄さんが、委員長として、活発

に働いておられます。これ等は、単年度の事業では

ありませんので、国内担当事業の中で継続して行き

たいと考えております。そして、学生YMCAのOB、

YMCAリーダーのOBの人達を、ワイズメンズクラブの

メンバーにお誘いするとの活動に入っています。素

晴らしい発想で、大きな実りを期待しております。

　何故、今までに、この様な活動が、実際面で出来

なかったのか、多くの反省の点が有ります。我々ワ

イズメンズクラブ側の想いが、十分にYMCA側に伝わ

っていなかった為と考えています。

　そして、ワイズメンズクラブとYMCAとの双方向の

意思の疎通が、十分に取れなかった結果だと思って

います。我々ワイズメンズ側の『片思い』に起因す

るものと考えています。これからは、若い人達にワ

イズメンズクラブの仲間に入って頂いて、これ等の

若い人達に、大きな投資をすると言う事が重要であ

ると考えております。

　この場合の投資は、何も資金的なものばかりでは

ありません。我々の先輩諸兄が、80年間に亘って培

ってきたワイズダムの多くの財産を、今後の将来の

為に、残しておくべき物、残しては良くない物等を、

若い人達と相談検討することも大切な事業であります。

この様な若者達に投資の出来ない組織は、いずれ衰

退するものと思っています。　

　最近、新聞紙上に見る多くの犯罪は、戦後の物質

至上主義の弊害が、若者達に、正しい宗教的情操教

育をないがしろにした結果であると考えています。

　全ての若者達に、YMCAやボーイスカート、または、

その他の活動に参加させることが、いかに次世代を

担う若者達に、新しい息吹・新しい倫理観を育むか、

計り知れないものがあると思っています。

　これ等、若者達へのアッピールが、『YMCAがある所、

または、YMCAのない所に関わらず、我がワイズメン

ズクラブに、与えられた使命でもある』と考えてい

ます。

　毎年、年度の初めに、担当の理事は、メンバー数

の発表をして、今年度も頑張りたいと抱負を述べら

れますが、メンバー数の減少には歯止めがかかりま

せん。新しい多くのメンバーが入会しますが、それ

以上に退会する人が多数あり、結局は、メンバー数

の減少となっています。退会者を出さないクラブ運

営が重要であると考えています。

　この為には、『何が最も必要か？』

　楽しく意義のあるクラブ例会の充実と、メンバー

相互の親睦が、最大の課題だと考えています。例会

の終了後、所謂、二次会の盛大なクラブは、元気だ

と言われています。何か、関係があるのでしょうか？

メンバー数の増強には、エクステンションのみが確

実であります。座して待つのみでは、解決にはなり

ません。こちらからは、打って出る必要があります。

これ等の実現により、理想的な世代の交代が出来て

行くものと考えています。

　狭き道より入れとは、マタイの福音書にある御言

葉ですが・・・『我々は、自分自身の方から、ワイ

ズメンズクラブに入りたい人達に対して、ワイズダ

ムへの門戸を閉ざしては居ないだろうか？』

　原点に立ち返って熟慮する必要があると考えてい

ます。

CS活動・YMCAサービスの活動なくしてワイズメンズ

クラブの存在はあり得ません。CS活動では、自分達

のやっている事が「何かのお役に立っている」、「周

りの人々に少しは喜ばれている」、と言う実体験を

少しでもすると、自分自身が、CS活動や・YMCAサー

ビスの活動の中にいるんだなー、と実感を持つこと

が出来ます。�

　しかし、これ等の活動も、ワイズメンバーのみの

所謂、内なる活動だけでは駄目でありまして、町の

中に出て、町の人達と一緒に汗して働かないと、効

果は半減してしまいます。市民の皆さんと一緒に活

動する事こそが、即ち、ワイズメンズクラブが、市

民権を得る為の最短距離だからであります。そして、

大都市では難しいと思いますが、地方紙やマスコミ

を利用して、ワイズメンズクラブの存在を、社会に

PRする事も、忘れてはならない重要な事だと思います。
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　多くのクラブでは、キックオフの前に、記者会見

を行い、地方紙に、新年度のワイズメンズクラブの

役員名簿や、ワイズメンズクラブの活動方針を発表

している所もあります。

　川越クラブの「アースディーイン川越」や、三島

クラブの「ウオークラリー」、東京ひがしクラブの「ピ

ースウオーク」、そして、下田クラブの「日米いか

だ乗り競争」は、直前富士山部部長の池谷ワイズが、

下田市長の時代、下田港に注ぐ稲生沢川の浄化・環

境保全を、小・中学生や若者達に自覚して貰う為に

企画され、素晴らしい成果をあげています。東京グ

リーンクラブの「神田川船の会」も同じような発想で、

始まりました。

　また、各地で行われているチャリティーラン等は、

多くの市民と共に、汗を流しながら活動されており

まして、素晴らしいお手本だと思っております。是非、

町の人達と一緒になって、楽しみながら活動をして

下さい。

　元国際会長エリック　キム氏の『クラブを強くす

る為の10の秘訣の中に、ワイズメンズクラブをPRし、

地域で何をしているかを知らせる』と言うのがあり

ます。最も大切で大事な事であると思っています。

　『YMCAがあってワイズメンズクラブのない所』、『ワ

イズメンズクラブがあってYMCAのない所』に、これ

等のCS活動、YMCAサービス活動を通して、各々の地

域に、それぞれの拠点が築かれる事を願ってやみま

せん。

　数年前からと思いますが、富士山部の初例会には、

他クラブからの参加者が多数ありまして、100名近く

の初例会になっているクラブもあります。あたかも、

部会のような様相を呈しています。また、その年度

の会長会は、所謂、同期の桜として、そのままで引

き継がれ、親睦を通して、各クラブを盛り上げてい

ます。素晴らしい事だと思っています。　

　他クラブの活動や、他クラブの例会に参加して、

初めてワイズマンとしての自分自身の立場や、自分

の所属しているクラブの置かれている位置が、理解

出来るようになります。そして、他クラブの皆さん

と一緒に活動した中から、また他クラブのメンバー

の皆さんから、クラブライフ通じて、『活動し、楽

しみ、学び』、お互いに成長して行くものと考えて

います。

　BF活動での、使用済み切手は、効率が少ないとの

ご意見もございますが、無から有を生ずると言うボ

ランテアの原点に立って、今後も、ご協力を頂ければ、

幸いであります。

　身近な例ですが、私共富士クラブで、長年に亘り

クラブのBF委員長を勤めました、杉山政弘ワイズが、

2月18日、心筋梗塞にて急逝致しました。枕元には、

鋏と切りかけの切手が一杯あったとの事、そして、

布団の下には記念切手の大きなのが１枚ありシワを

伸ばしたのかなーとのお話でありました。

　メネットが、お棺の中にこの切手を入れてあげた

との事、私共は、皆、涙しました。落ち着いたらメ

ネットがクラブに入会するとの約束を頂き、BF担当

を希望しています。感動致しました。

　各クラブでは、多くの事業を為されておりますが、

その中の１つ“これぞ我がクラブ”！と言う特徴の

有る活動を出して下さい。

　ワイズメンズクラブは、国際協会加盟ではありま

すが、周りの皆さんをないがしろにしては、いけま

せん。クラブが、メンバーが基本です。街に出て行

って、町の中の人達と、一緒になって汗を流して働

いて下さい。地域へのPRも大切です、忘れないように。

行動するワイズとなって、楽しくやりましょう。

(2003年3月8日　東日本区次期会長研修会における次

期理事方針を一部編集)
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