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札幌クラブ CS,EMC 担当 中田

人よ、何が善であり主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。
正義を行い、慈しみを愛しへりくだって神と共に歩むこと、これである。
ミカ書６章

８節

宮﨑善昭選

人よ、何が善であり主が何をお前に求めておられるかは
お前に告げられている。

巻頭言

コーヒーの味
正義を行い、慈しみを愛し
柴田 伸俊

時計台コンサート初めて満員に！

へりくだって神と共に歩むこと、これである。

朝の軽い食事を終え、
一杯のコーヒーを飲む。
至福の一時である。 さ
て私はいつの頃からコー
ヒーを美味しいと思って
飲んでいるのだろうか。
小学生や中学生の頃は間
違いなく苦い飲み物とし
て近寄らなかったはずで
ある。
高校生時代も飲んでい
た覚えはない。上京して
の学生時代の一人暮らし
では、喫茶店に出入りし始めたが、ちょっと気取っ
てたまにコーヒーを注文していたとは思うが、美味
しいと思って飲んでいた記憶はない。できればレス
カとショートケーキが自分好みであった。美味しい
と思えたのはここ十年ほどに思える。おまけに気分
もゆっくりして飲めるのである。不思議だ。歳で味
覚が衰えたのか、歳を重ねて本物が分かるようにな
ったのか。
コーヒーと同じように、自分にとって価値がなか
ったものがある時から大事に思えたり、良さが分か
るようになったり。そういえば最近街中を歩いてい
ると、やけに樹木や花が気になっている自分に気が
付いた。他人の庭を覗き込んだり、街路樹を見上げ
てみたり。道行く人からは変なおじさんにしか見え
ないと思うが・・・・・。
２０１６年５月例会
出席報告

在籍会員 １1 名
ゲスト 0 名

時計台コンサートも回を重ね
て２０数回になると思います。
座席１６０名の時計台ホールを
満員にしたことは一度もありま
せんでした。ホールを満席にし
て「本日のチケットは売り切れ
ました」という打ち止めの札を
掲げるのが札幌クラブの悲願で
した。今年はその悲願を達成し
ました。
この数年、ヴァイオリン奏者や声楽家との共演が続いて
いましたが、今年は「徹子の部屋」や「ユニセフ親善大使」
で有名な黒柳徹子さんの妹で札幌在住の美容師・エッセイ
スト・ダンサー・スピーカーとして活躍している黒柳真理
さんにお願いすることができました。こちらからお願いし
た訳ではないのですが、北海道新聞がそれを聞きつけ、取
材に駆け付け、安田文子さんと黒柳真理さんの紹介記事が
掲載さしてくれました。インタービュ記事が新聞に掲載さ
れた翌日から、コンサート事務局（中田会員宅）の電話は
鳴り止みませんでした。
（ちょっとオーバーですが。
）マス
コミの威力を改めて思
ℬ
い知らされました。
北海道ＹＭＣＡのボ
ランティアリーダーも
駆けつけ若溢れる司会
でコンサートを盛り上
げてくれました。
（文責：中田千鶴）

例会出席 6 名

ビジター 0 名

メネット 0 名

出席者合計 7 名

メーキアップ 1 名
出席率

64％
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東日本区大会（長野）
日時：2016 年.6 月 21 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
⑦

中田 千鶴
宮崎 善昭
全員
宮﨑 善昭
宮崎 善昭
な し

卓話

「これからの北海道ＹＭＣＡのビジョン」
北海道ＹＭＣＡ総主事

秋葉

聡志様

2016 年第１９回東日本区大会は信州長野市で開
かれました。札幌クラブからの出席は伏木康北海道
部部長、秋葉聡志ＹＭＣＡ総主事、秋葉康子メネッ
ト、中田千鶴ユース事業主査の４名でした。北海道
部からの出席者は（札幌クラブ４名、北見クラブ３
名、十勝クラブ４名、札幌北クラブ２名）の計１３
名でした。
「ワイズにひかれ 善光寺」が大会のキャッチフ
レーズでした。
「善光寺木遣り」での開会といい、
「天台声明」や「善光寺詣 絵解き口演」
、「信濃の
国」の大合唱といい仏都長野ならではの工夫、楽し
さが随所に見られました。長野クラブの会員には善
光寺の住職さんもおいでとのことです。ワイズの輪
がキリスト教を超えて広がっているのは素晴らし
いことだと思いました。
伏木会員は部長としてパワーポイントでの「北海
道部活動報告」、
「役員引継ぎ式」で登壇、秋葉会員
は入場式に会旗を持って行進、中田会員は「ＤＢＣ
締結クラブ表彰」に登壇など、いずれも大活躍でし
た。
昨年の厚木、今年は長野。中都市での開催でした
が、いずれも地元の強みを生かした心に残る素晴ら
しい大会でした。
森本俊子大会実行委員長はじめ長野クラブの皆
様に厚く御礼を申し上げます。
（中田千鶴）

⑧ 諸報告

⑨
⑨

YMCA 報告 YMCA 担当主事
今月の歌

佐藤

雅一

知床旅情

写真上：壇上で渡辺理事と握手する中田千鶴会員（左から３人目）
この写真は札幌北クラブ中原准一会長のご厚意によるものです。

⑩

閉会点鐘

会長

来年は川越です！

宮崎 善昭

何故この聖句を？
札幌ワイズメンズクラブ会長

宮﨑

善昭

人はいかなる人も何が善であるかを知っていますが、し
かし、その善が行えないのです。イエスは自身の生き方の
中で神の望む善の生き方を明確に示しました。私たちには、
明らかにされた指針に従う謙虚さが求められています。

来年２０１７年の東日本区大会は利根川理事のお
膝元元川越で行われます。川越は江戸時代に武蔵国
の大藩川尾藩の城下町として栄え"小江戸川越"と呼
ばれ、国から歴史都市に認定されています。東京か
らほど近い埼玉のノスタルジックいっぱいの蔵造り
の町が魅力的です。川越のシンボル「時の鐘」は NHK
連続テレビ小説の舞台になったことで有名になりま
した。必見の町です。
区大会、地域大会。国際大会に出たワイズメンは
一味違うと言われています。８月の台北のアジア地
域大会、そして来年の川越へぜひ繰り出しましょう。

卓話のページ
5 月卓話

キリスト復活について
札幌クラブ会長

宮崎 善昭

キリスト教信仰の基本
的部分は、キリストの生
涯、十字架、死、復活であ
ります。今日はそのうちの
復活についてお話いたし
ます。キリスト者（洗礼を
受けた者）は使徒信条の中
でキリストの復活と永遠
の生命を信じているわけ
ですが、一般の人にとって
最も信じがたいものは奇
跡であり、特に復活ではな
いかと思います。今日お話
するのは信者でない方を信者にするためではありませ
ん。信者の一人である私が復活を度の様に見ているか、
そして信じているかについてお話します。いささか専門
的で退屈な面もあるかもしれません。
先ず、復活については特に近現代では度の様に考えら
れていたのかを見ていきます。
（１）啓蒙思想（１８世紀）
（レッシング）
啓蒙思想とは、人間の自律性（合理性）を主体として
考える。つまり、世界が持つ合理的秩序を明らかにする
力が人間には備えられている。知識は外側の権威から与
えられるものではない。主体性、個人的経験を重要視し
た。
（自由主義神学）
現在に至るまで、蘇った人間は一人もいない、何故過
去に蘇った人がいることを信じなければならないのか。
この人間合理主義は、第一次世界大戦によって破たん
している。
（２）神話である（シュトラフス）
客観的な出来事ではなく精神における主観的概念で
ある。
（想像上の事柄である）
イエスについての記憶と主観的像の紀元１世紀の神
話的な世界観によるパレスチナ文化においての理解で
あり、現代的世界観による客観的な出来事としての復活
の理解は不可能である。
（３）弟子たちの経験としての復活（ブルトマン）
らば受容可能であったが、今日的世界観、実存客観的
復活信仰は紀元１世紀の神話的世界観な主義的、科学的
の理解からは不可能である。
弟子たちの主観的経験において生起した何かである。
歴史の公的領域で起こった事柄ではなく、イエスは宣教
（ケリュグマ）として弟子たちにとって事実復活したの
である。従って、イエス自身の説教から、イエスについ
てキリスト教を述べ伝える宣教へと変容したのである。
（４）批判的探究を超えた歴史的出来事としての復活
（バルト）
「空虚な墓」こそが客観的、歴史的な復活の事実であ
る。パウロを始め聖書記者裏付けのある歴史報告を受容
することを求めたのでなく「信仰の決断」を求めたので
ある。信仰と歴史の相関関係はない。信仰とは、復活し
たキリストへの応答である。
歴史的批判は全て受け入れない。
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（５）批判的探究に開かれた歴史的出来事
（パネンベルグ）
神学的問いと答えは歴史の枠組みの中に意味を持つ
のである。歴史とは神が人類と共に、また人類を通して
被造物全体を共有している歴史である。世界に対しては
まだ隠されているが、イエスキリストによって啓示され
ている将来へと向かっている。
復活は普遍的で歴史的分析に基礎を置く客観的事実
である。そして、歴史的解釈のカギはイエスキリストの
みにある。歴史の終わりは未然形であるが、キリストの
人格と業の出来事においてあらかじめ示されている。
（啓示）
イエスの復活は歴史上の事実であり、その証拠に接し
た者全てによって赤視されている。復活は、キリストに
おける神の自己啓示であり、キリストと神は同一化す
る。（キリスト論）
（６）イエスは十字架で死んだのか？
瀕死であったとしてもローマ兵による槍によって明
らかに死んでいる。気絶ではない。
（７）伝説、幻覚
伝説になるには新約聖書（パウロ コリントⅠ １５
章 ３～５節）の書かれた期間（ＡＤ５５～５７）が短
すぎる。
（伝説は最低１００～２００年後）生き証人が
たくさんいるため、虚偽は書けない（反論される）
幻覚は主観的な現象であり、一度に多数が同じ幻覚を
見ることはあり得ない。
（８）状況証拠
① 弟子たちの殉教
復活を事実として経験したため、死の恐怖心がない。
（殉教）教えのみを信じたのでなく、復活の事実を経験
した。教えを信じる宗教は多い。
✦ 回心：反キリスト者の回心
パウロ（キリスト教迫害者）
ヤコブ（イエスの弟）
✦ ユダヤ社会の主要な社会機構（ユダヤ人をユダ
ヤ人たらしめた）の変化
イエスが信で五週間後に一万人を超えるユダヤ人が
五つのユダヤ教の習慣やめる
ａ いけにえの廃止
ｂ 律法（モーセ）のみでない
ｃ 安息日の変更（土曜から日曜へ）
ｄ 父・子・聖霊の神（一神教）
ｅ 救い主を政治的意味ではなく世界の救世主
＊数世紀も伝統を守り続けてきたのに何故数週間（5 週
間）の内に彼ら（１００００人）が伝統を配したのか。
受け継がれてきた伝統を大切にしそれに十分に満足し
ていたにも拘わらず自分たちのそうした安定を犠牲に
してまで信念を変える櫃いうがあった。
何故か？それは復活したイエスを経験した。（視覚に
収めた）からではないのか
（要約文責：中田靖泰）
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ＹＭＣＡニュース

担当主事

佐藤

YMCA
雅一

①水泳フェスティバル
６月１９日（日）９：３０－１２：００、ＹＭＣＡの
プール全体を使ってのゲーム大会が行われます。
普段とは違うプールでの楽しい遊びが体験できる他、着
衣永体験などを通じた水の安全教室が行われます。
②水の安全キャンペーン
毎年全国のＹＭＣＡでは、夏を迎えるこの時期に水難
事故を防ぐ目的で水辺での安全について理解を深める
機会を設けています。子供達にはパンフレットを配布
し、家庭でも水の安全について親子で学んでもらうと共
に、各クラスで着衣永体験が行われます。又、近隣の小
学校と協働で、着衣永体験・水の安全教室を行う準備を
進めています。
③フェアトレードフェスタ
６月１９日（日）
大通り公園西６丁
目でフェアトレー
ドフェスタ in さっ
ぽろが開催され、北
海道ＹＭＣＡも参
加します。ベトナム
ＹＭＣＡハンディ
ＹＭＣＡハンディキャップセンターで作っているビー
キャップセ
ズキーホルダーとここなぎさんのコーヒーを販売しま
す。ＹＭＣＡ以外にも３０店舗ほど出店するほか、音
楽・ダンス・講演などのイベントも行われます。
北海道ＹＭＣＡはこのイベントに協力し、運営委員に
加わると共に宝くじ協会から寄贈を受けたテントを無
償で貸し出しています。会場内にはＹＭＣＡのテントが
目立っていますので、是非遊びに来てください。
④温泉バスツアー
６月２６日（日）余市・小樽方面へのバスツアーが行
われます。ニッカウヰスキー工場見学・海鮮丼・小樽か
ま栄・かんぽの宿で入浴と盛りだくさん。
参加費は大人２，８００円（税込）参加ご希望の方は
６月１８日までにお申し込みください。

チャリテーラン

熊本と障碍児プログラムのために

５月１５日（日）
、肌寒く曇り空でしたが、ランナー
たちにはかえって絶好のランニング日和だったかもし
れません。ＹＭＣＡ幼児園の園児とその父母たち、家
族ぐるみで参加するファミリーや、趣旨に賛同する企
業の方々などなど、数えはしませんでしたが、何百人
の参加者で真駒内公園はあふれかえっていました。
今年の大会委員長は札幌北ワイズメンズクラブの中
原会長で、大活躍でした。
（下の写真の右端はスタート
の号砲を撃っている中原会長です。
）

札幌クラブは例年通り、テントを建て、アイスコー
ヒーとキャンデーの無料配布しました。初夏の炎天下、
しかもランニングの後だから当然アイスコーヒーだろ
うと思ったのですが、毛布が必要な寒さで、
「ホットは
ありませんか？」と言うお客さんもいました。
下の写真： 左から、柳沼会員、伏木北海道部長、
宮﨑会長。 この他に、秋葉会員、柴田会員負夫妻、
中田会員がいろんなところで働いていました。

ニッカウイスキー工場
↓
温 泉
↓
かまぼこ工場

ワイズの信 条
Y M C A

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。

