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― 主 題 ―
國際会長
アジア会長
東日本区理事
北海道部部長
札幌クラブ会長

発)keihatu )
Joan Wilson (カナダ)
「Our future Begins Today」
Tung Ming Hsiao（台湾）
「Respect Y’s Movement」
MembeshipSF・RBM（Roll
Back Malaria）
利根川 恵子（川越）
「明日に向かって 今日働こう」
山本 雅之（十勝）
「視点を変えて見てみよう」
宮崎 善昭（札幌）
「親しくそして語り合う例会を」

札幌クラブ役員
会 長
宮﨑
書 記
中田
会 計
秋葉
直前会長 宮﨑

善昭
千鶴
聡志
善昭

札幌クラブ CS,EMC 担当 中田
を

昇天は
今月の聖句

今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。この方こそ
主メシアである。 ルカによる福音書２章１１節
（佐藤 雅一選）

札幌ワイズメンズクラブ

Tokachi
p

Kitami

宮﨑 善昭
他会員一同

会長
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From Sapporo with Love!

２０１６年 11 月例会
出席報告

在籍会員 １1 名
ゲスト 3 名

例会出席 9 名

ビジター 0 名

メネット 1 名

出席者合計 １３名

メーキアップ 0 名
出席率

８２％
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札幌ワイズメンズクラブ１１月例会
日時：2016 年.12 月 20 日（火）19:00 集合
場所：
「北海道焼肉プライム」
中央区北４西５ アスティ 45 ビル１階
Tel. 011-205-6689
会費：４，２００円
プログラム
18:30
司会 秋葉 聡志
① 開会点鐘
札幌クラブ会長 宮崎 善昭
② ワイズソング、ワイズの信条
全員
③ 聖句
佐藤 雅一
④ 会長あいさつ
会長 宮崎 善昭
⑤ 誕生日
１２月１９日 中田 千鶴会員

結婚記念日

なし

⑧ 諸報告
⑨ YMCA 報告 YMCA 担当主事
⑩ 今月の歌

佐藤 雅一

日 時：2016 年 11 月 15 日（火）18:30～20:30
場 所：札幌クラッセホテル 2F 会議室
出席者：秋葉、佐藤、柴田、中田千鶴、中田靖泰、
伏木、宮﨑、安田、柳沼 メネット：宮﨑Ｍ
ゲスト：黒岩先生、久保田梨予、美山愛莉
計 13 名
札幌市の北星女子高等学校の修学旅行は単に観
光旅行ではなく、発展途上国に行き、現地のｈ飛戸
と交流し、ボランテア活動もしこくさいりかいをふ
かめるというユニークなものです。1 年前からその
国の文化、言語、歴史などを学び、準備をするそう
です。カンボジャに行かれた久保田さんと美山さ
ん、黒岩先生をお招きして素晴らしい体験をお聞き
しました。
北星学園は
1887 年（明治
20 年）創立の
プロテスタン
ト系のミッシ
ョンスクール
で、札幌農学
校、札幌バン
ド、札幌ＹＭＣＡとも深い関係があります。札幌ク
ラブの中田千鶴会員、秋葉会員メネット、宮﨑会員
メネットも北星出身です。
「今月の歌」は異文化交流の実例として「庭の千
草」を選びました。
「庭の千草」は原詩 The Last
Rose of Summer を超える名訳なのですが、参加者
の中で歌える人はほとんどいませんでした。

クリスマスソング・メドレー

★牧人羊を
★あら野のはてに
★あめにはさかえ
★きよしこの夜
★もろびとこぞりて
★ジングルベル
写真上： 前列左から、安田、宮﨑、黒岩、久保田、
美山、後列左から、柴田、秋葉、伏木、中田、
柳沼、宮﨑メネット、中田千鶴、佐藤。

⑪

閉会点鐘

会長

宮﨑

善昭
札幌クラブ ６月事務会

⑪

閉会点鐘

会長

何故この聖句を？

宮崎 善昭

佐藤雅一

クリスマスはなぜあるのか、誰のためにあるのか。救
い主誕生の知らせが、名も無く、貧しく、最底辺に生き
る人々に最初に届けられたのは、クリスマスが彼らのた
めにあるからでしょうか。せめてクリスマスは、現代に
生きる羊飼い（社会的弱者）のことを考え、彼らが顧み
られ、彼らと共に生きる日でありたいと思います。

写真上： 食事、歓談中。前列左から、
久保田、黒岩先生、安田、宮﨑会長。
右端、立っている青帽子は中田書記。
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札幌ワイズメンズクラブ・札幌北ワイズメンズクラブ新年合同例会
日 時：

２０１７年１月９日（月・祝日）

受付： 午後５時３０分
開会： 午後６時～午後８時
場 所： ホテルオークラ札幌
札幌市中央区南 1 条西 5 丁目
☎ ０１１－２２１－２３３３
会 費： ６，０００円
卓 話：

いのち

「いのちの電話」
講師： 杉本 明様
いのちの電話事務局員
札幌のワイズメンの新年会ではなく、
北海道のワイズメンの新年会を目指しています。
北見ワイズメンズクラブ、十勝ワイズメンズクラブ
の皆さんもお誘いあわせのうえ
大挙ご参加をお待ちいたしております。

「ワイズ野球ファンＪＥＦへの感謝献金」へのお誘い
日本ハムファイターズが日本一になりました。北海道４クラブはそれを記念してＪＥＦ(Japan East Fund 東
日本区ワイズ基金)に 4 万円（各クラブ１万円）を寄付しました。それをドットコムに発表したところ、青木
清子（千葉クラブ・カープファン）
、加藤 利榮（横浜とつかクラブ・ベイスターズファン）、清水 紘一（石
巻広域クラブ・イーグルスファン）
、藤井 寛敏（東京江東クラブ・タイガ－スファン）の 4 名のワイズメン
野球ファンが次のような提案をされました。
「ワイズ野球ファン感謝献金」へのお誘い
東日本区ワイズメンの皆様
日頃の皆様のワイズメン運動へのご献身に心からの感謝と敬意を表します。
北海道日本ハムファイターズが日本シリーズを制して日本一になりました。北海道部の４クラブ（札幌、札
幌北、北見、十勝）はこれを記念してＪＥＦに４万円を献金されました
さて、悔しいかな他の 11 球団ファン！。
大谷君には，参りました。まったくの脱帽です。働かない！？中田君、やっぱり働きました。しかも 2 連敗
のあとの 4 連勝！すごかったですね。感動でした。
どこの球場も真っ赤に染め、流行語大賞候補、神ってたカープ、ちょっと足りなかったベイスターズ、ロッテ、
悔しかったソフトバンク、なんだかなぁのジャイアンツ、不甲斐なかったタイガース、いつの間にかのイーグ
ルス・・・
今年の日本シリーズ興奮を「北海道部の感謝献金」
、として表した、北海道部のみなさんに敬意を表しファ
イターズファンはもとより、ワイズファン、プロ野球ファン、スポーツファンの感謝を込めてＪＥＦ献金をし
たいと思います。ご賛同いただければ幸いです。
ご賛同いただける方はワイズドットコムへ返信して宛先を藤井寛敏として口数を添えてお申し込みくださ
い。
記：
１． 一口 １，０００円。
２． 期限は２０１７年５月末。
３． 個別に送金はしない。２０１７年 6 月東日本区大会に献金を持ち寄り、まとめたものを壇上で利根川恵
子理事に贈呈する。 （大会欠席者はクラブの出席者に寄託する。
）

来年の東日本区大会（川越）では、山本部長と北海道４クラブﾞ会長が登壇し、
利根川理事にＪＥＦ献金を手渡す予定です。ご協力をお願いします。
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ラッコ・マンボウ水泳発表会
11 月 23 日（水）
、ＹＭＣＡプールで第 31 回ラッコ・
マンボウ水泳発表会が開催されました。42 名のメンバ
ー、ご父兄、ボランティア・リーダー、スタッフ、そ
れにワイズメンなど 100 名以上が声援を送りました。
札幌北クラブ高杉会長、札幌北クラブ宮﨑会長も始
めから終わりまで出席し、開会・閉会のあいさつ、講
評、カップの授与までの奉仕をしました。

YMCA
ＹＭＣＡニュース

担当主事

佐藤 雅一

① ンガポールスキー
１２／１７－２３でシンガポールＹＭＣＡからス
キーツアーグループが来道します。今年は１６名と
少し寂しいですが、薄津でスキーを楽しみ、札幌で
はキリンビール園でジンギスカンを堪能します。

写真左：
運営本部の 3 巨頭。
左から、
宮﨑札幌Ｃ会長
高杉札幌北会長
秋葉Ｙ総主事

写真左：
左から、宮﨑会長、
中田靖泰、
柴田メネット、
秋葉メネット
秋葉総主事
柴田、
前列 佐藤。

② 冬休み特別プログラム
１２／２３－３０，１／５－１６で冬休み特別プロ
グラムが行われます。今年はスキースクールが好調
です。好きＡ、器械体操など人気のプログラムに加
え、英語プログラムは Let's go Shopping をテーマ
に２日間かけて買い物疑似体験を英語で行います。
１日４時間ほどのプログラムが２日間、ランチタイ
ムも英語で過ごす新しいプログラムです。

オハヨーゴザイマス

写真左：

ワカリマセーン
札幌ワイズのコー ③ 本語集中クラス
３回目の日本語集中クラスが来年２月６日－１
ヒーとキャンデー
６日で行われます。
初回６名、２回目今年の夏は７
サービスカウンタ
名でしたが今回はすでに２６名の申込が有り、３ク
ーです。
「行列ので
ラス設定で行う予定です。
きるお店」でした。
雪祭り期間と重なる時期でもあり、覚えた日本語
をドンドン使って楽しい札幌での生活を送ってほ
しいと準備を進めています。

ラッコ・マンボウ水泳プログラム
北海道ＹＭＣＡの発達支援プログラムです。
発達に心配のある子供、集団活動になじめない
子供、知的障がい、自閉症・ダウン症など様々
な課題を抱えている子供たちが集まっていま
す。イルカやトビウオのように颯爽と泳がなく
たっていいんです。マンボウのようにプカリプ
カリ浮いているだけだって立派なんです。
ワイズメンズクラブは長年にわたり物心両
面でこのプログラムを支援しています。毎回、
ワイズカップを寄贈し、コーヒー、スポーツド
リンク、キャンデーのブースを開設していま
す。

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。

