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「信念のあるミッション」
「愛を持って奉仕しよう」
「原点に立って、未来へステップ」
「地元愛」
「YMCA と共に」
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札幌クラブ CS,EMC 担当 中田

もはや戦うことを学ばない。
ミカ書４章３節

（佐藤雅一選）

２月の出来事から

巻頭言

北海道部部長

伏木 康

① 第３６回札幌国際スキーマラソン大会
YMCA やワイズとは関係ないのですが、７日の日曜
日、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア等からも
選手が参加している本格的な国際大会に出場しまし
た。 私は家族で楽しむのが目的で、本格的なレース
ではない歩くスキーの部に初参加しました。 スター
トとフィニッシュは札幌ドーム、途中、開発されてい
ない自然の中をスキーで歩くのが心地よく、完走後の
豚汁も最高、いい汗をかきました。

③
北見クラブ訪問
第２火曜日の９日、久し振りに特急オホーツクに乗
りました。 春節と重なっていたため、車内は外国人
観光客で大混雑、旭川を過ぎると空いてくると思って
いたのですが、上川でも多くの方が乗り込んできまし
た。 例年だと流氷観光の季節なのですが、温暖化の
影響か今年の流氷は遅れているようでした。 北見
YMCA で行われた北見クラブの例会で歓迎してもら
い、場所を変えて夜遅くまで懇親を深めさせていただ
きました。
２０１６年２月例会
出席報告

在籍会員 １1 名
ゲスト ４名

ピンクシャツデ－
２月の第４水曜日、私もピンクに近い色のワイシャ
ツで仕事に行きました。 フェイスブックに投稿する
のは躊躇しましたが、北海道 YMCA のページで投稿が
増えていくのを楽しみに見ていました。 また、街中
でピンクのシャツを着ていると
人も賛同者かと気にもなりまし
た。 最近は、いじめいう言葉
だけでなく、ハラスメントとい
う言葉をよく耳にします。当日
は、自分が見聞きしたいくつか
の事例を思い出す日になりました。

例会出席 10 名

ビジター 0 名

メネット 0 名

出席者合計 14 名

メーキアップ 1 名
出席率

100％
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札幌クラブ２０１６年２月例会
日時：2016 年.3 月 15 日（火） 18:30～20:30
会場：クラッセホテル札幌 2F 会議室
札幌市中央区南 1 条西 7 丁目 1-2
Tel. 011-281-3800
会費：1,200 円
プログラム
18:30 食事
19:00
司会
① 開会点鐘
札幌クラブ会長
② ワイズソング、ワイズの信条
③ 聖句
④ 会長あいさつ
会長
⑤ 誕生日・結婚記念日
なし
⑦

卓話

秋葉 聡志
宮崎 善昭
全員
佐藤 雅一
宮崎 善昭

「 YMCA さんかくの取り組み」
YMCA スタッフ
さんかく担当

鍛治 ひかりさん
⑧
⑨
⑨

札幌クラブ２０１６年２月例会
日 時：２０１６年２月１３日（火）19:00～20:30
場 所：北海道ＹＭＣＡ総主事室
参加者：佐藤、柴田、中田千、伏木、宮機
① ３月例会
✦卓話：３月 YMCA「さんかく」の取り組み
４月 中田靖泰会員
５月 （宮崎会長が交渉中）
６月 宮崎善昭会長
② 時計台コンサート （東北大震災支援）
～平和を祈り愛を奏でる～
✦日時：５月２６日（木）19:00～20:30
✦会場：札幌時計台ホール
✦出演者： 安田文子と黒柳眞理
黒柳眞理 プロフィール
美容師、エッセイスト、講師、タンゴダンサー
タレントで俳優の黒柳徹子は姉。札幌で活躍中ｂ。

諸報告
YMCA 報告
今月の歌

「高校３年生」

⑩

日 時：２０１６年２月１６日（火）16:30～18:00
場 所：クラッセホテル札幌２Ｆ会議室
参加者：佐藤、柴田、中田千、中田靖、伏木、
安田、宮崎、柳沼
ゲスト：篠田江里子（卓話者）
出席者計
９名
年度末であわただしく会員の欠席も多く、ビジ
ターもなく、少人数の例会になりました。卓話ス
ピーカーは札幌市議３期目の篠田江里子氏でし
た。篠田氏には民主党市議に初当選直後に１回卓
話をお願いしたこともあり、今回で２回目でした。
北海道では数少なくなった革新市長を支え、経済
委員会委員長として大活躍です。
小学校で札幌の人口を教えられたときは２０万
でした。今は間もなく２００万と聞いていました
が、札幌市の人口は「今年がピークでやがて１４
０万に下がる」と聞いて吃驚しました。考えてみ
ると、日本全体の人口もやがて１億を割り、8,000
万人も下回るだろうと予測されているのですから
札幌の仁子も減るのが当然かもしれません。その
中で、現在と将来をバランスのバランスを取りな
がらの予算建てのご苦労を事細かにお聞きしまし
た。（p.3 の卓話要旨参照。）

閉会点鐘
会長 宮崎 善昭

何故この聖句を
担当主事

佐藤 雅一

この聖句は次の句の最後の一説です。
主は多くの民の争いを裁き
はるか遠くまでも、強い国々を戒められる。
彼らは剣を打ち直して鋤とし
槍を打ち直して鎌とする。
国は国に向かって剣を上げず。
もはや戦うことを学ばない。

私たちの社会はこの聖句に逆行し、自分たちが生き
ていくための農業をＴＰＰの名の下に外国に押し
つけ。鋤と鎌を兵器に変え、地球の裏側まで出かけ
ていこうとしています。
戦うための屁理屈だけが声髙に叫ばれ、命と暮ら
しを守ろうとする市民の声がかき消されようとし
ています。
命を育む農業こそが国造りの基本であり、その先に
平和が訪れると、この聖句は語っているように思い
ます。

p.3

卓話のページ

札幌市議奮戦記
札幌市議会が 2 月 17 日開会します。昨年 5 月に就任
した秋元市長が廃馬手編成する予算が提出されます。
さらに 2019 年度までに行う事業をまとめた「札幌市ま
ちづくり戦略ヴィジョン・アクションプラン」も発表
されました。
一般会計予算は前年比 4.9％の 9,366 億円です。
札幌市の最大の課題は「高齢化」と「人口減少との
ことです。現在 195 満員の札幌市の人口は 50 年後に
は 50 万人減の 143 万人になることが予想されていま
す。人口減による経済規模の縮小以上に懸念さえてい
るのは公営化だそうです。50 年後には」札幌に人口の
実に 4 割以上が高齢者（65 歳以上）になることが予測
されています。
高齢者に住みやすい街づくりのために✦各種老人福
祉施設への頬、✦在宅医療の推進と介護の連携を推進
します。✦高齢者を支える地域支援の充実、などに大
胆に予算を配分します。
次代を支える子どもたちを支えるための✦妊娠・出
産包括支援。かってのように、家族や地域の高齢者が
出産、育児を支援するという仕組みは消滅しています。
また、妊婦の側でもそのような支援を煩わしいと感ず
る場合もあります。孤独な出産、育児を支援する✦妊
娠・出産包括支援を充実させます。
子どもたちが豊かな教育環境で成長することができ
るように児童会館、ミニ児童会館を新設、拡充するた
めに 7 億円を予算化します。
「すべての子どもが夢と希望をもって成長できる社
会に」
。家庭の貧困のために子どもが進学を諦めるなけ
ればならないという事態をなくするために「大学進学
鵜奨励給付金」を設けます。またひとり親が美容師、
自動車整備士などの職業能力を向上させて自立するこ
とができるよう予算書地租します。私立幼稚園、保育
園智院の拡大にも 26 億を投じます。
若者が札幌市に定着することができるように、雇用
創出と産業振興のための企業立地を促進シ、ＩＴ・コ
ンテンツ昨日、バイオ産業などの誘致を開始します。
来年度はさらに補助を強化します。
「すべての子どもが夢と希望をもって成長できる社会
に」
。家庭の貧困のために子どもが進学を諦めなければ
ならないという事態をなくするために「大学進学鵜奨
励給付金」を設けます。またひとり親が美容師、自動
車整備士などの職業能力を向上させて自立することが

札幌市議会議員 篠田

江里子

中原

綾乃（やのりん）

ができるよう予算書処置をします。 私立幼稚園、保
育園智院の拡大にも 26 億を投じます。
若者が札幌市に定着することができるように、雇用
創出と産業振興のための企業立地を促進シ、ＩＴ・コ
ンテンツ昨日、バイオ産業などの誘致を開始します。
来年度はさらに補助を強化します。
札幌市は 2026 年の冬季オリンピック誘致運動を進
めています。これｈに対しては散布は」分かれていま
す。しかし、1972 年の札幌冬季オリンピックを契機に
サッポロは大きく発展しました。2019 年の北海道新幹
線の札幌延伸と合わせて、誘致する努力を続けたいと
思っています。
札幌市は 2026 年の冬季オリンピック誘致運動を進
めています。これｈに対しては散布は」分かれていま
す。しかし、1972 年の札幌冬季オリンピックを契機に
サッポロは大きく発展しました。2019 年の北海道新幹
線の札幌延伸と合わせて、誘致する努力を続けたいと
思っています。札幌市の課題の一つは 1972 年の冬季オ
リンピックの際に作った多くの施設が築 30 年を越え
ています。長期的視野を持って、維持、保全、建てか
えをおこなっていかなければならないということで
す。
札幌市は市民の声に耳を傾けます。苦情、陳情ばか
りでなく、建設的な政策提案もどしどしお寄せくださ
い。
その後、活発な質疑応答が続きまました。
記録・文責 中田靖泰
篠田 江里子（民主党市議３期目）
東京都出身。慶応大学仏文科卒。
しのだ江里子の６つの約束
① しみんが参加する町づくり
② のびのび子育てできる町づくり
③ だれもが生き生き暮らす町づくり
④ えがおで元気に働ける町づくり
⑤ リサイクル、環境守る町づくり
⑥ こせいてきな市民が主役の町づくり
写真左： 前列左から、柴田、篠田、宮崎、中田千
後列左から、柳沼、伏木、佐藤、中田靖、安田
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YMCA

サッカー大会を通して学ぶこと

担当主事

佐藤 雅一

2 月 21 日（日）、札幌ＹＭＣＡ体育館にて 2015 年
度ＹＭＣＡサッカーフレンドシップリーグ（大会）
が開催されました。この大会は、日頃ＹＭＣＡでサ
ッカー及びフットサルプログラムに通っている幼児
から小学 6 年生までの会員が、一年間の集大成とし
て、その力を精一杯発揮してもらう場となっており
ます。
サッカーは、その他のスポーツに比べて、味方及び
相手選手との関わりが、人数的にも内容的にも、濃
いスポーツ特性を持っております。
その中で子供達には、ただ技術を使って勝敗を競う
のではなく、試合前後の握手・礼のマナーや試合中
のフェアプレー精神など、他者と関わる上での基本
的な態度をしっかり持って試合に挑んでもらってお
; ります。
この大会が今後もＹＭＣＡ会員にとって、良き経験
と学びを得ることのできる会にできるよう努めてま
いります。

２０１６年２月

ＹＭＣＡニュース

① 創立記念日集会
クラーク博士の影響を受けた内村鑑三・新渡戸稲
造・宮部金吾らによって創立された、北海道ＹＭＣＡ
は今年１１９年を迎えました。 ４月１日を創立記念
日と定め、創立の思いに立ち返ると共に、ミッション
ステートメントに示された働きを確認し、ＹＭＣＡの
願いを多くの人に伝え、共に学び合う時として創立記
念礼拝・講演会を開催します。
今年は、北海道ＹＭＣＡ理事の大友正幸さんを講師
にお招きし、ＹＭＣＡとの関わり、平和への願いにつ
いてお話しいただきます。
時節がらお忙しいとは存じますが、ぜひ多くの方々
にご参加頂きたくご案内申し上げます。
日
時 ４月３日（日）１４：００～１６：３０
会
場 札幌市教育文化会館 302 号室（北１西 13）
）
プログラム 第１部 記念礼拝 14：00～14：30
第２部 講演会
14：0～16：30
テーマ：
「我が巡礼、平和を求めて」
講 師：大友 正幸 さん
北海道ＹＭＣＡ理事・日本聖公会北海道教区牧師
ウエルネスセンター委員会委員長・
＊参加費無料 ご参加の方は YMCA までご連絡下さい。

担当主事

佐藤 雅一

②幼稚舎卒園式
✦日時： ３月１２日（土）９：４５－１１：００
✦場所： ＹＭＣＡ２階スタジオ
③専門学校卒業式・祝賀会
卒業式
✦日時：３月１３日（日）１５：００～
✦場所：ＹＭＣＡ１０１・１０２・１０３
祝賀会
✦日時：３月１３日（日）１６：３０～
✦場所：ＹＭＣＡ１０１・１０２・１０３
✦参加費１，０００円
④専門学校入学式
✦日時：４月９日（土）１３：００～
✦場所：ＹＭＣＡ１０１・１０２・１０３
⑤幼稚舎入園式
✦日時：４月１４日（木）１０：：４５～
✦ＹＭＣＡ２階スタジオ

ワイズの信 条
１．
２．
３．
４．

自 分 を愛 するように、隣人 を愛 そう。
青 少 年 のためにＹＭＣＡに尽くそう。
世界的視野をもって、国際親善をはかろう。
義 務 を果たしてこそ、
権 利 が生 ずることを悟 ろう。
５． 会 合 には出席 第 一 、
社 会 には奉仕 第 一 を旨としよう。

