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2010 年横浜国際大会ホストコミッティー

2010 年 8 月 5 日の国際大会開会まで１年 2 か月余り
となりました。2010 年横浜国際大会ホストコミッティー
（HC）では、昨今の世界的な不況の中でも、多くの方に参
加いただける様、魅力的な国際大会開催の準備を行って
います。プログラムの構成、エクスカーション（大会会期
中のツアー）、宿泊ホテルの選定等を終え、さらに詳細な
検討を進めています。

当ニュースでは、これまでに決まったことや検討の最新
状況などを皆さまにご案内いたします。日本のワイズがよ
り元気になるための国際大会です。どうぞ多くの方の参加
そして大会運営へのご協力をお願いいたします。

プログラム
大会プログラムの概要は以下のとおりです。国際協会

の定める基本的な構成に準拠しつつ、大会テーマである
環境問題、日本らしさ・横浜らしさを取り込んだプログラム
を提供します。

開会式：開会式は、国際協会に加盟する世界 72 か国・地

域の代表が、国旗を掲げて順に入場し、登壇します。厳粛

で感動的な場面です。磨き上げた日本の感性を活かした

演出を考えています。藤井寛敏国際会長の就任式もあり

ます。

基調講演：基調講演は、環境ジャーナリストの枝廣淳子さ

んです。今回の大会を貫くテーマは「環境」です。公開講

演とすることを考えています。ユースコンボケーションに

集う若者たちからのアピールも予定しています。

日本の祭り：大きな室内空間に設けた櫓を中心とした夏

祭り。クラブや部の「連」を組んで日本各地の盆踊りを競

演しましょう。会場では屋台やエンターテイメントが楽しめ

ます。出店、出し物、大歓迎です。屋外の公園やウォータ

ーフロントも交流の場として活用します。

国際書記長報告：国際書記長による国際協会の年間報

告です。ワイズメンズクラブの現状と将来を見つめます。

メネットプログラム：メネットの企画・運営により、お手玉、

折り紙などの「日本の遊び」を体験していただきます。

エクスカーション：会議場を離れての憩いのひととき。チャ

ーターバスによる横浜市内観光、浅草を中心とした都内

観光、横浜市内の環境関連施設視察等が楽しめます。海

外からの参加者と親しくなる機会でもあります。

2 日目の晩餐会：各地域、各国のご自慢のエンターテイメ

ント、ワイズメン有志によるコンサートで盛り上がります。

分科会：６テーマ程に分かれて、報告、情報交換、討論が

行われます。興味ある分科会に参加して、ワイズ運動の

国際レベル・各国の取組み、課題を知り、私たちのこれか

らの活動に活かしましょう。

地域別会議：８つの地域に分かれて会議（地域議会）を行

います。私たちのアジア地域にも多くの課題があり、興味

深いはずです。このときのアジア地域会長は高田一彦さ

んです。ぜひご参加下さい。

３日目の晩餐会：国際会長主催の晩餐会です。ダンスタイ

ムもあります。盛装してご参加下さい。ユースコンボケー

ションに参加した若者たちも合流して、世代を超え、最後

の夜を楽しみます。

閉会式：日曜礼拝につづき閉会式、再会を願ってのお別

れ、そして希望者は、オプショナルツアーへ出発します。

もてなしの心と、それを気持ちよく受け入れる心が増幅し

合い、大会は楽しさと喜びで膨れあがります。会場の各所

にワイズメンの「大道芸」も登場するなど心和む大会にし

たいと願っています。

８月５日（木） ８月６日（金） ８月７日（土） ８月８日（日）
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国際書記長報告 等
(メネットは別プログラ
ム）
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・ユースコンボ報告
・閉会式

昼食 各自 弁当または中華街 着席ビュッフェ スナック配布
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・開会式
・基調講演
・スピーチ 等

エクスカーション（横浜
市内観光、都内（浅草）
観光、環境関連施設視
察等）

・分科会報告
・特別プログラム 等

夕食

ＰＡＣＩＦＣＯ「展示ホー
ル」(屋外も利用）にて
「日本の祭り」（屋台、盆
踊り、大道芸・・・）

ＰＡＣＩＦＣＯ「展示ホー
ル」にて着席ビュッフェ
（スピーチ、地域別出し
物・・・）

ＰＡＣＩＦＣＯ「展示ホー
ル」にて正餐（スピー
チ、表彰、音楽、ダン
ス・・・）

（オプショナルツアー）

大会の概要
・日程：2010 年 8 月 5 日（木）～8 日（日）
・会場：パシフィコ横浜
・ホテル：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテ

ル、横浜ロイヤルパークホテル他
・登録費：55,000 円 (早期登録：50,000 円)（ホテル

宿泊費別）
・スポンサー：東日本区、サブスポンサー：西日本区
・ホスト：東日本区全７部

・テ ーマ ： “ From Our Hands, We Pass Nature ’ s
Torch”

（日本語）「『いのち』未来への継承
―私たちの地球のために―」



基調講演
大会のテーマは「環境」。キーノ

ートスピーカーはそのテーマに相応

しく、環境ジャーナリスト・翻訳家と

して、環境を軸としたマルチな活動

を展開されている、枝廣淳子（えだ

ひろじゅんこ）さんです。

枝廣さんは、1962 年生まれの 46

才。アル・ゴア米元副大統領の著書

「不都合な真実」の訳者としても知ら

れている他、首相の「地球温暖化問題に関する懇談会」

のメンバーやスイス国際サステナビリティ・イノベーション

評議会評議員などを務められています。

ウェブサイト上でも、地球温暖化に関わる世界の最新

情報をお届けする『日刊温暖化新聞』やメールマガジンの

発行などで啓発活動を展開しています。日本から世界の

ワイズメンに向けて発信するメッセージが今から楽しみで

す。基調講演は一般の方にも公開し、ワイズの地域社会

における認知度を高める機会にもしたいと考えています。

大会会場・施設
大会は横浜港に面した「みなとみらい 21 地区」にある

世界最大級の複合コンベンション施設である「パシフィコ

横浜」で開催されます。

開・閉会式、基調講演、国際会長報告等が行われる主

会場の「国立大ホール」、分科会、メネットプログラム、地

域議会等が行われる「会議センター」、毎夜の晩餐会が

行われる「展示ホール」そして「ヨコハマグランドインターコ

ンチネンタルホテル」が同じ敷地内で歩行者用デッキによ

って繋がっておりとても便利です。

アクセスにも優れており、「みなとみらい線」の「みなと

みらい駅」下車徒歩 3 分。「みなとみらい駅」は横浜駅から

3 分、新横浜駅から 15 分、東京駅、渋谷駅（東急）から 30

分です。また、直通リムジンバスで成田からは約 120 分、

羽田からは約 30 分です。

ホテル
パシフィコ横浜内の「ヨコハマグランドインターコンチネ

ンタルホテル」、隣接する「パンパシフィック横浜ベイホテ

ル東急」、を始め、近隣の多数のホテルを特別料金で確

保しています。ホテル宿泊料は登録費には含まれていま

せん。お好みに応じて登録時にお選び下さい。

・上記は 8 月 5 日（木）チェックイン、8 日（日）チェックアウ
トの場合の 3 泊の朝食ビュッフェ（No6 は朝食なし、No8、
No10 は軽食）、税金、サービス料込みの料金です（曜日
により宿泊料が変わりますので 3 泊合算しています）。
・今後、申込状況等に応じてホテルの種類を増やすことも
あります。
・前泊、後泊も可能です。またご自身で宿泊を手配なさる
こともご自由です。

展示ホール 国立大ホール 会議センター

ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ

Hoteru

海からの

みなとみらい21地区

国立大ホール

（主会場）

シングル ツイン（1名）

1 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル ー 77,700 46,400

2 パンパシフィック横浜ベイホテル東急 徒歩3分 75,600 45,150

3 横浜ロイヤルパークホテル 徒歩６分 85,000 61,000

4 ナビオス横浜 徒歩10分 31,500 29,925

5 桜木町ワシントンホテル 徒歩12分 37,380 ー

6 横浜平和プラザホテル 15分（みなとみらい線） 22,575 17,535

7 ホテルニューグランド 20分（みなとみらい線） 59,850 40,425

8 ホテルルートイン馬車道 15分（みなとみらい線） 18,900 18,300

9 アパホテル横浜関内 20分（ＪＲ） 27,000 ー

10 コンフォートホテル横浜関内 20分（ＪＲ） 22,500 18,000

11 横浜ベイシェラトン＆タワーズ 20分（みなとみらい線） 50,500 37,500

3泊の料金パシフィコからの
所要時間

会議センター

（分科会会場）

展示ホール

（食事会場）



メネットプログラム
メネットは、大会の中で 3 日目午前中の分科会の時間

にメネットを対象とした分科会を開催するとともに、2 日目

午前中に、「メネットアワー」として「日本の遊び」をテーマ

にした特別プログラムを提供します。参加者を 10～15 人

位のグループに分け、お

手玉、折り紙、羽根つき、

文香づくり、エコバッグづく

り、数独等の遊び、ものづ

くりのひとときを持ち国際

交流を深めます。また、初

日夜の「日本の祭り」では

浴衣試着コーナー、西瓜割り、福笑いなどを運営すること

も計画中です。

さらに、「絵本交換プロジェクト」として海外からの参加

者に自国の絵本を持ってきてもらい、日本の参加者が持

参する日本の絵本と交換し、残った絵本を YMCA の施設

に寄付することや千羽鶴、平和ペンギンを折って会場に

展示することなども計画しています。メネットの方々はもと

より、ワイズメンの皆さまもよろしくご協力下さい。

国際ユースコンボケーション
国際大会に先駆けて、8 月 2 日（月）から 8 日（日）の間、

世界各国の若者が集い、研鑽と交流を行う「国際ユース

コンボケーション」が開催されます。会場は東山荘および

富士山 YMCA で、７日（土）の午後からは国際大会に合流

します。また、5 日（木）の国際大会開会式、基調講演、

「日本の祭り」にも参加する予定です。参加者数は海外 80

名、国内 40 名を想定しています。

ワイズの皆さんのご支援をよろしくお願いし、また、国際

大会での若者との積極的な交わりに期待しています。

国際議会
同じく、国際大会開会前の 8 月 1 日（日）から 4 日（水）

には国際議会が横浜で開催されます。会場は横浜市都

筑区のオンワード総合研究所・人材開発センターです。ま

た 7 月 30 日（金）、31 日（土）には国際常任役員会、国際

議員研修も開催されます。これらの会議等の開催準備・

運営支援もホストコミッティーの担当です。皆さんのご協

力をよろしくお願いいたします。

エクスカーション
大会 2 日目の午後は、エクスカーション（ツアー）です。

以下のコースを提供する予定で準備を進めています。大

会登録時にご希望のコースをお申込み下さい。費用は登

録費に含まれています。

○ 横浜観光コース
中華街散策コース、横浜港ク
ルーズコース（大桟橋、山下公
園、ベイブリッジ等）、横浜観光
名所コース（赤煉瓦倉庫、氷川
丸、マリンタワー、港のみえる

丘公園等）に分かれ、横浜を満喫いただきます。専用の
シャトルバスまたは観光バスを利用します。

○ 東京観光コース
浅草寺を中心とする江戸下町
情緒を堪能していただきます。
丸の内ビジネス街、皇居、日比
谷公園、銀座、秋葉原等も車
窓から観光していただきます。
専用観光バス利用。

○ エコツアーコース
大会テーマである「環境」関連の横浜市内の施設を視
察します。環境に配慮したビール工場での出来立てビ
ールの試飲もあります。専用観光バス利用。

オプショナルツアー
大会終了後、希望者はオプショナルツアーに参加いた

だけます。現在のところ京都・奈良、富士山・箱根・熱海、

日光、安芸の宮島等のコースを計画しています。海外か

らの方が参加し易いよう、また、参加者が少なくても催行

できる様にいたします。大会登録時にお申込み下さい。

（費用は各自の負担）

大会シンボルマークについて
大会シンボルマークについては公募で決定されましたが、制

作者である東京センテニアルクラブの日詰一彦さん（工業デザイ

ナー）に、デザインに当たっての背景、意図についてのコメントを

いただきました。（一部抜粋、全文は大会ウェブサイトに掲載）

応募の大会テーマを見た時、掌

にそっと包み込んで大切なものを差

し出すように、未来に向けてトーチ

の炎が掌の上で燃えているという構

図が浮かびました。当時は北京オリ

ンピック直前でしたが、大会で使用されている聖火リレー

のシンボルマークや既存の他のマークに近似しないよう

に、また、国や文化が異なっても、さらに誰が見ても判る

ように配慮しながらアイデアを練って行きました。

デザインを進めるうち、

「テーマの背景にあるもの

はやはり『愛』。それをなん

とか表現したい」との思いが

湧いて来たので、燃え盛る

トーチの火の粉が祭りに集まった人々に降り掛かり祝福す

るように、私達の思いが無数の愛の火の粉となって世界

中に広がって行くイメージを、トーチの先端をハートの火

の粉にすることで表現しました。

炎の「緑青」色は、人間の「知」や自然（空

／海／植物）を、「2010」は「熱意」を象徴し、

ワンポイントで目立つ様に補色にあたる

「赤」としました。最後に、白黒で使う場合は

どうか、印刷で文字が小さくなり過ぎ読み難

く無いか、テーマコピーとの配置はどうかなど、様々な媒

体に使われることを検証し、応募作となりました。



ホストコミッティー委員からのメッセージ
HC 委員長、副委員長および各実働委員会委員長を務め
ている HC 委員からのメッセージです。

竹内敏朗・ＨＣ名誉委員長（熱海グローリー）
あなたの参加なくして大会の成功はありません。日本

のワイズの力、心からのもてなし、Old＆New、日本古来の
伝統文化を世界のワイズメンに体験していただく又とない
機会です。自ら進んで参加し、あなた自身が主役として国
際親善、ユースを中心とした交流促進のための活躍をお
待ちしています。変化なくしてクラブの明日はありません。
国際大会独特の熱気と新しい地平線を求めて参加され、
ワイズメンに在籍して生涯忘れられない貴重な経験と感
動を身に着けましょう。

藤井寛敏・ＨＣ委員長（東京江東）
1988 年の京都大会以来 22 年ぶりの日本での国際大

会です。世界的経済不況の逆風を知恵と力で吹き飛ばし、
意義ある大会としたいと思います。大会では、遠来のワイ
ズメンとの交わりを深め、国際的団体であることのアイデ
ンティティ、楽しさを実感し、ワイズに対する更なる夢をふ
くらませましょう。

清水弘一・HC 副委員長/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長（仙台青葉城）
未来の地球環境のために、何ができるでしょうか？世

界中のワイズメン・メネットとともに、夏祭りなど、さまざま
プログラムを通して考えましょう。あなたの出番はたくさん
あり、あなたのアイデアを求めています。きっとすばらしい
出会いが待っています。東西ワイズの心意気を世界に示
しましょう。

高田一彦・HC 副委員長/会場委員長（横浜）
会場委員会では、思い出に残る国際大会となることを

願い、参加の皆さまにゆっくりと過ごしていただける会場、
美味しい食事をご提供すべく準備を進めています。また、
環境に配慮した大会運営、コスト削減にも努めて参ります。
多くの方の参加をお待ちしています。

吉本貞一郎・ＨＣ副委員長（熊本）
もっと先のこと・・・と思っていませんか？この 1 年です。

力を合わせて、心を合わせて、準備を、大会をワイズの熱
き想いで楽しみましょう。ことばの力です。「東西日本区の
皆さんの力で、横浜での国際大会が大成功！感謝しま
す」、大会成功のイメージを持ち続けましょう！

小原武夫・総務委員長（東京世田谷）
デンマークの友人に招待され、ロスキレのフィヨルドを

快走するバイキングの帆船上で大喜びの妻と私。京都国
際大会がきっかけで目覚めた、ワイズの楽しさ。横浜から
始まる新しいお付き合い、あなたにも。素晴しいかなワイ
ズライフ、出来るときに出来ることを。

西村隆夫・広報委員長（東京センテニアル）
以下の2010年横浜国際大会ウェブサイトを是非訪問し

てください。大会開催までに、様々な情報がアップされて
いきます。大会を語り、伝える事がカーボン・フリーのワイ
ズの自然エネルギーになります！東・西日本区ウェブサ
イトからも簡単にアクセスできます。

http://ic2010yokohama.web.fc2.com/

鈴木健次・ファンド委員長（東京ひがし）
プログラムをより充実するために、また、ユースコンボ

ケーションのためにもより多くのファンドが必要です。チャ
リティゴルフの開催も企画しています。指定献金大歓迎で
す。ご協力をお願いたします。西日本区では柴田善朗、正
村公一、東日本区では鈴木健次、加藤利栄、茅野徹郎、
香取良和、樫村好夫がお金集めを担当しています。

原俊彦・登録推進委員長（東京サンライズ）
いよいよ 8 月より登録が開始されます。早めの登録に

は素晴らしい特典を思案中！先ずは、クラブのメンバー
同士で声掛けあって、そして、DBC の相手に呼びかけ東
西交流を活発に、更には、IBC の仲間を呼んで国際色豊
かな大会にしましょう。全クラブを巡回した“巻物”にはサ
インされましたか？次は“登録”です。これにもシッカリと
サインをし、早めの登録を済ませましょう。

浅見隆夫・交通委員長（東京グリーン）
大会参加の皆さんが一番不安に感じられるのは、不

慣れな土地での道案内でしよう！お任せ下さい、全て
の不安には交通委員会が対応させて頂きます。明治・
大正のレトロでロマンチックな赤煉瓦街、異国情緒満
点な中華街、世界に冠たる国際会議場、朝日・夕日に
映えるベイサイドを存分にお楽しみ下さい！

松田俊彦・マーシャル委員長（東京）
「日本流のホスピタリティは大変良かった、素晴しかっ

た」といわれるような横浜国際大会にしたいですね。内外
のワイズメン、ワイズメネットが集っての挨拶や励まし合い
の光景はワイズダム発展への原動力です。楽しい喜びの
大会に参加しましょう！マーシャルを募集しています。是
非お手伝い下さい。

林茂博・ユースプログラム委員長（横浜つづき）
横浜国際大会は、ユースを巻き込む画期的な大会と

したいと願っています。国際ユースコンボケーション
に参加するユースは、環境問題について事前に綿密に
勉強してきます。若者からの問題提起、提案をワイズ
としてしっかりと受け止めたいと思います。

藤井祥子・ﾒﾈｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長（東京江東）
京都での国際大会を思い出したり、聞いたりして、

いろいろなアイデアがメネットから飛び出し、工夫し
てプログラムを考えています。遠来の皆様と一緒に、
久しぶりに東西の皆様が一緒に、毎日毎日、メネット
は楽しむことが出来ます。内外のお友達をお誘い下さ
い。東西総動員で取り掛かりましょう！メネットの智
恵と力の見せどころ！

田中博之・事務局長/登録・宿泊委員長（東京）
国際大会が日本で開催されるということは日本のワイ

ズメンにとって素晴しい機会です。ぜひこのチャンスを活
かし、多くの方が参加されますように。わくわく、わいわい
と楽しみながら準備を進めて行きたいと思います。

○ 大会登録の受付開始は 8 月を予定しています。早
期に登録されることを期待しています。

○ 大会運営には多くの方のご協力が必要です。各ク
ラブ会長宛に大会期間中のマーシャル、受付、通
訳等のご奉仕をいただける方のアンケートをお
送りしています。よろしくご協力下さい。


