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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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Wichian Boonmaporjorn(タイ)
Edward K. Ong（シンガポール）
渡辺 隆 （甲府）
伏木 康 （札幌）
宮崎 善昭（札幌）
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聡志
康

札幌クラブ CS,EMC 担当 中田

いつも喜んでいなさい。 絶えず祈りなさい。 すべてのことについて、感謝
しなさい。これが、キリスト・イエスにあって神があなたがたに望んでおられ
ることです。 (テサロニケⅠ 5 章 16～18 節
伏木 康選

コーヒーとココナツ

柳沼 慈子

７月の巻頭言でしたか、柴田さんがコーヒー
について書いていました。私もコーヒーが美味
しいと思ったのは何時？と思い考えてみました。確か
４、５年前に友達のお父様が「美味しい！ウチ
はいつもこれを買う！」と言ったので、わたく
しの職場のコーヒーもそれにしてもらいました。
夜遅くまで仕事をする時は必ず香味焙煎を
４，５杯飲み、間にラテや大好きな紅茶を飲み、
空腹、眠気をごまかしています。気付くと前は
紅茶一辺倒だったのに、今はコーヒー党に。
朝必ず飲んでいた緑茶をコーヒーでもいいと思っています。
（以前
はコーヒーを毒だと思っていたのが、体に良いと知ったせいです。）
やはり味覚は成人になると変化するものなのですね。私の舌も２度
目の成人を迎え、第２の変化を！？
今は９対１の割合でコーヒーです。残り一割は「夏老け」を防ぐ
“ココナツミルク５０ｇとヨーグルト５０ｇ（脂肪０）
”を適度に混
ぜたものを１日１杯飲んでいます。シミ、シワ、たるみの改善に有
効だそうです。
※ ココナツミルクは水分と固形物に分離するものがあるので、常
温時にタッパに入れて冷蔵庫で保存し，全て使いきりましょう。

雅貴さん、ご出産おめでとう！
数年前結婚されて東京に行かれた元札
幌クラブ会員の川上雅貴さんに赤ちゃん
が出来ました。女の子だそうです。お産
の手伝いに東京に行っているお母さんの
川上由美子会員から連絡がありました。
お嬢さんのすこやかな成長とご一家のご
多幸をお祈り致します。
もう３～４年経ったら YMCA に通わ
せて下さい。
（そう言えば、雅貴さんも札
幌 YMCA で育ちでしたね。
）

上の写真は雅貴さんが東京へ発たれ
る時、クラブの仲間とニセコの温泉に行
った時の写真です。
前列左から、大宅、柳沼、川上雅貴、
笠谷、安田、
後列中央、 中田
２０１６年８月例会
出席報告

在籍会員 １1 名
ゲスト 0 名

例会出席 8 名

ビジター 0 名

メネット 0 名

出席者合計 9 名

メーキアップ 0 名
出席率

７３％
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札幌クラブ８月例会
日時：2016 年.9 月 20 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

秋葉 聡志
宮﨑 善昭
全 員
伏木 康
宮﨑 善昭

日 時：2016 年 8 月 16 日（火）18:30~～20:30
場 所：札幌クラッセホテル２Ｆ会議室
参加者：秋葉、佐藤、柴田、中田千、中田靖、
伏木、宮崎、柳沼
計８名
観測史上初の台風上陸などで大荒れの北海道
でした。北見、帯広の被害を心配しながらの例会
でした。卓話は台北で行われた第 72 回国際大会
に出席した宮﨑会長と柴田会員の報告でした。報
告の要旨を３ページに掲載しましたが、紙面の制
約があり全体の３分の１か４分の１しか収録で
きず、大会への辛口のコメントや台湾の民俗・食
文化視察珍道中など宮﨑節のさわりの部分をお
伝えできないのは残念です。続いて柴田会員がパ
ワーポイントで目からの大会報告をしてくれま
した。
「今月の歌」は南北海道代表の北海高校の
健闘を願って「栄冠は君に輝く」を歌いました。

９月８日 秋葉聡志会員
８月３日 佐藤雅一会員
８月７日 安田綾子会員
、

結婚記念日 なし

⑦

卓話

「ベトナムボランティアワークの旅報告」
札幌 YMCA 英語・コミュニケイション専門学校

１年生

前田 翔平君

⑨

今月の歌

ソーラン節
⑩

閉会点鐘

会長

宮﨑

善昭

今月の歌
「今月の歌」は「ソーラン節」になりました。
最初は川上由美子会員にお孫さんが生まれたので、
「今日は赤ちゃん」を歌おうという声もあったのです
が、北海道が台風、大雨、洪水で痛めつけられている
ので、元気の出る歌をというので「ソーラン節」にな
りました。赤ちゃんのお母さんはかって札幌クラブ会
⑩ 閉会点鐘
会長 宮崎 善昭
員として活躍された川上雅貴会員です。現在は結婚し
て東京ン位お住まいです。川上会員はお産のお手伝い
に東京に行っておられて例会は欠席です。
（産休）
いっそ「ソーラン節を札幌クラブの会歌にして、い
つか東日本区大会の舞台で揃いのハッピでソーラン節
を踊ろう」と言っている元気な会員もいます。

札幌クラブ８月事務会
日 時：2016 年 8 月 23 日（火）19:00~～20:00
場 所：北海道 YMCA 総主事室
参加者：秋葉、佐藤、柴田、中田千、宮崎
１． ９月例会関連：
✦今年は移動例会は行わない
✦卓話 「ベトナムワーク報告」
✦誕生祝 ９月８日 秋葉聡志会員
８月欠席の佐藤会員、安田会員のお祝い
✦誕生祝い なし
２． ９月ブリテン関連：
✦巻頭言
柳沼慈子会員
✦聖句
伏木 康会員
３． １０月例会関連：
北星女子高等学校３年生２名に依頼する。
「カンボジャへの修学旅行で学んだこと（仮題）」
浅里慎也学校長に「生徒は県依頼状」を英語科教
諭黒岩萌実先生を通してお送りする。
（中田書記）
４． ８月２７日「北海道部第１期評議会・部会
十勝クラブ創立４０周年記念例会」への出席者。
秋葉聡志夫妻、柴田夫妻、中田靖泰、伏木康、
宮﨑善昭 以上６名
５．YMCA バザー 新製品を研究中（すいとん）

卓話のページ

第 72 回 台 北 国 際 大 会 報 告
札幌クラブ会長 宮﨑 善昭
札幌クラブの柴田伸俊、宮﨑善昭、由美子の３名は８
月４日、千歳からの直行便で一気に台北に飛びました。
到着後午前中は台北郊外の基隆市
にあるテレサ・テンの巨大なお墓
と「野柳の野」という浸食海岸の
奇岩を見学しました。昼食は、滞
在したホテル（ローヤル・プリン
ス）の近くの有名な小籠包の点心
料理でとりました。
台湾のクレオパトラ
定刻よりかなり遅れて開会式が
始まりました。参加国 23 か国、約 800 名が集い、ワイ
ズ国際旗、聖書、キャンドルの入場、聖書朗読、点火な
ど重厚な雰囲気のセレモニーの後、世界ワイズ所在国の
国旗の入場とクラブ数、メンバー数の紹介が西村国際書
記からありました。１国１ワイズ１メンバーの国もあり
驚きでした。この後、ワイズソング、藤井大会実行委員
長（東京江東）挨拶、国際事業主任就任式、キーノート
スピーチ「技術革新は人間の未来にどんなインパクトを
与えるか」というテーマで次の２０年でロボットが人間
の領域にどこまで入り込み、私たちの生活にどのような
影響があるのかを予測した内容でなかなか興味深いも
のがありました。
夕食パーティーは、IBC を同じテーブルに配置する配
慮がありましたので広い会場を探さなくても台中クラ
ブのメンバーに会うことができ持参したお土産（６０周
年記念グッズ、扇子など）を渡すことができました。
１日目（８月５日）
国際書記の西村氏による活動報告があり映像を使っ
て軽快なテンポで説明がなされました。続いて本会議に
入り、ＢＦ代表報告、寄付者表彰、国際ＹＭＣＡ同盟の
メッセージ、国際事業主任報告があり、午後はワイズフ
ォーラムで５つのプラットフォーム（１、メネット、２、
ＣＳ・ＲＢマラリヤ、３、2022 年に向けて、４、メン
バーシップ維持、５、ＹＭＣＡとのパートナーシップ）
から選択して参加することができます。私は５のグルー
プに参加しました。続いてエリアミーティングがあり、
私たちはアジア・南太平洋グループでした。各エリヤの
活動報告、寄付表彰などが行われました。
その後、会場がエクスポドームというところに移り夕
食パーティーが行われました。東区直前理事の渡辺氏と
同席でしたので、１ドルが 360 円だったころの台湾貿易
に従事した経験談を興味深くお聞きしました。

開会式であいさつするホアン・ウイルソン国際会長
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２日目（８月６日） ワイズフォーラム報告の後、Ｉ
ＢＣ締結式が行われました。トライアングル締結もあり
国際ＩＢＣ委員長、前東区理事田中氏が大活躍でした。
エクスカーションは、故宮博物館に行きました。バス乗
車、翻訳機の貸与などに時間がかかりイライラして文句
を言っているのは日本人のみ、全体的におっとりとした
ムードで文句も出ず皆さんお待ちしておりました。ＴＶ
番組「なんでも鑑定団」に出せば数千万円規模の逸品ば
かりでじっくり見ると味わいが湧いてきそうなものが
たくさんありました。歴代中国王朝の権力の巨大さを畏
敬の念をもって垣間見ることができました。
夕食は、ドレスコードがあり、ダンスもありましたが
ポロシャツ、よれよれパンツでも結構楽しめました。お
隣の若い台北クラブメネットとお話しましたが、日本語
ダメ、英語ダメでしたが筆談であれやこれや結構楽しく
過ごせました。

ＩＰナイトでは台湾の芸能を一気に堪能することができました。

３日目（８月７日） 日曜礼拝は音楽礼拝でした。祈
祷、聖書朗読の後、台北ＹＭＣＡのオラトリオ（聖楽合
唱団とオーケストラ）による賛美は荘厳で心を一つにす
る素晴らしいものでした。ユースコンボケーション報
告・パフォーマンスがあり、次回７３回国際大会（韓国）
のアピールがあり、続いてホスト大会委員長の講評、ホ
ストに対しての感謝があってクロージングセレモニー。
閉会宣言があり国際ワイズ旗、聖書、キャンドルの退場、
讃美歌「神ともにいまして」を斉唱して解散しました。
解散後、台北市の中心部二・八公園に行き国立博物館、
総督府、台北ＹＭＣＡホテル、台北三越へ行きました。
夕食はジャンタン地区の観光夜市（ここは食べ物屋、洋
服屋、帽子屋、アクセサリー屋、ＣＤ屋、マッサージ屋
などが密集）に行って店見物を楽しみながら現地食を堪
能しました。ビールを飲んで、三品食べても１２００円
くらいでリーゾナブル価格でした。又、まんじゅうを買
おうとしてアタフタしていると現地人が親切に教えて
くれ感謝でした。初めての国際大会に参加し、何故名称
が「国際ワイズメンズクラブ」なのかを実感しました、
初めて会う異邦の人でも旧知の仲のようにゆったりと
付き合える言葉は通じなくても言いたいことや感じて
いるは良く分かる、人間は持続的に「共に生きる」こと
のできる可能性は十分
にあることが腑に落ち
ました。またの機会に、
できればみんなで台中
クラブ訪問を実現した
いなんて妄想しながら
帰途につきました
中国 5000 年の宝を集めた故宮博物館
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十勝クラブ創立４０周年
記念例会

８月２７日（土）
、帯広市
とかちプラザで第１回評議会
・部会が開かれました。山本
部長のもと新年度の予算、運
動方針を決定しました。
続く北海道部会では第 38 代
日本区理事森田恵三氏（京都ウ
エスト）が「ワイズへの思い～
これまでとこれから」と題して
ワイズ温泉どっぷり論で熱弁
を振るわれました。
十勝クラブ 40 周年記念例会には、IBC の台北ダウン
タウンから 24 名、DBC、じゃがいも事業を通じての京
都、大阪、東京のワイズメン 50 数名、総計 100 名を越
える大祝賀例会となりました。国境、東西日本の垣根を
越えた十勝クラブの 40 年の働きを確認し、次の 40 年
の発展も予感させる素晴らしい記念例会でした。
。

写真上： 最後は台北クラブメネットの民族舞踊に
合わせて会場いっぱいに輪になって踊りました。

YMCA

全 道 YMCA サ ッ カ ー 大 会
９月４日（日）西区農試公園で「第 29 回 YMCA 全道
サッカー大会」が行われました。ワイズメン北海道部の
特別支援事業です。今年は台風による洪水、大雨被害の
ため、帯広の子供たちは残念ながら参加で金銭でした
が、２１チーム、１１１名が日頃の練習の成果を競いま
した。
最初に秋葉泰会長（総
主事。札幌クラブ）が、
「サッカーでは４つのＦ
が大切です」と挨拶しま
した。4 つのＦとは Fair
Play,Friendship,Fun,
Fighting pirit です。 写真上：ワイズ賞を授与する宮崎会長
フレンドリーグ（低学
年）の優勝は遠来の北見
桜町チーム。
チャレンジリーグ（高
学年の部）フットサル
Ｃ・Ｄ・円山合同チーム
スーパーリーグ（少年
誇らしげに参加賞を掲げる選手たち
団の部） ＹＦＣ【札幌
選手コース】Ｂチーム。
ワイズベル（最優秀選手
賞）は大関健斗君、佐々
木海斗君、捧良汰君でした。
ワイズメンは例年通り
スポーツドリンク、コー
ヒーを配り大好評でした。

が出来ます。この大会では、大人の部と子供の
部に分かれて行い、経験と性別によってハンデ
担当主事 佐藤 雅一
ィが決められています。大会の収益金は、北海
① ユースボランティアリーダーズフォーラム
道ＹＭＣＡの障害児プログラム支援のために
９月９日（金）～１１日（日）東京ＹＭＣＡ 使われます。是非ご参加ください。参加希望の
山中湖センターで行われる第２９回ユースボラ 方は佐藤までご連絡ください。締切９月１０日
ンティアリーダーズフォーラムに札幌で野外活
④全館避難訓練
動リーダーとして活動している船田沙紀さん・
９月２６日（月）札幌で全館避難訓練が行わ
國中真緒さんの２名が参加します。
れます。当日は１０時から避難訓練を開始し、
②専門学校国際活動報告会
主に幼稚舎・専門学校生が実際に避難すると共
９月１７日（土）13：00 から YMCA において専 に、大人の会員には避難に関するインフォメー
門学校生による国際活動報告会が行われます。 ションが行われます。
報告会では、カナダ語学研修とベトナムボラ
⑤ＹＭＣＡ大会
ンティアワークの旅に参加した学生による発表
２年に１度行われる日本ＹＭＣＡが、１０月
が行われると共に、後半では「海外での研修を ８日（土）～１０日（月）東山荘新館の献堂式
楽しむ方法」（仮）をテーマに北海道ＮＧＯネ と合わせて行なわれます。テーマは「ユースエ
ットワーク協議会事務局長の岡田朋子さんによ
ンパワメントを加速する～私たちの活動が社
る講演が行われます。是非お越しください。
会を変える～」で、３日間を通じてユースにつ
③チャリティーパークゴルフ
いて議論が行われます。合わせて２５年・５０
９月１８日（日）チャリティーパークゴルフ 年継続会員、２５年勤続職員の表彰が行われ、
大会が八剣山パークゴルフ場で開催されます。
北海道ＹＭＣＡ維持会員の川口宗美さんが５
パークゴルフは誰でも簡単に楽しめるスポーツ ０年継続会員を受賞します。参加希望の方は佐
で、子供から大人まで一緒にプレーを行うこと
藤までご連絡ください。 締切９月１６日

ＹＭＣＡニュース

