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今月の聖句
狭い門からはいりなさい。滅びに至る門は大きく、その道は
広いからです。そしてそこからはいっていく者が多いのです。
マタイによる福音書 7 章１３節 柳沼慈子選

転石

是か非か？
中田

靖泰

アメリカの友人に暫くぶ
りに会いました。何十年にブ
ラウン大学の大学院で一緒
に学んだ仲間です。5 年か、
時には 10 年、忘れたころに
また会う友人です。この男の
特徴は会う度に仕事が変わ
っているということです。政
府役人から証券会社の幹部、

情けは人のためならず 同じ諺が国や時代により
違う意味で使われることは珍しくありません。例え
ば、
「情けは人のためならず」は元来「（情けは他人の
ためにする）のではない。回り回っていずれは自分に
返ってくる」という意味だったはずすが、今では「情
けをかけることは結局（その人のために）ならない」
と考えて、「安易に人に情けをかけるべきではない」
という意味に使う人が多くなっているそうです。
私自身あまり大きな顔はできません。私は「犬も歩
けば棒に当たる」は、子供の頃の「いろはがるた」以
来ずっと、「なにかしていれば意外ないいことに出会
うことがある」といういい意味だと思っていました。
大学に入ってはじめて、この諺は「犬がうろうろ外を
出歩くと棒でぶたれることもある。だから余計なこと
にでしゃばるものではない」という戒めの諺だったの
だということを知りびっくりしました。
その他、「マゴにも衣裳」と言ってお孫さんに服を
買ってあげるおじいちゃん、おばあちゃん、「可愛い
子供には旅をさせろ」と子供に豪華海外ツアーをプレ
ゼントする親御さんもいると思います。
しかし、諺の意味は時代環境、民族により変わるも
のです。いずれ、「情けをかけることは人のためにな
らないから人には厳しく接した方がよい」という解釈
が主流になることもありえるかもしれません。
閑話休題。石は転がっていつもピカピカの方がいい
のでしょうか。立派な苔が生えるまでじっと我慢する
方がいいのでしょうか？残念ながら、イギリス式「我
慢の教え」はかってのイギリスや日本のように安定し
た平和な古きよき時代には相応しいけれど、時代はア
メリカ式の「動いて成長」に傾いているのではないで
しょうか。ちょっと寂しい気もします。

次は自動車会社というように、単に同業種の会社で変
わるというだけでなく、まったく違った業種へも変わ
るのです。渡された名刺を見て「また、変わったのか？」
と訊くと、
「A rolling stone gathers no moss.」と言って
涼しい顔をしています。日本語に訳すと「転がってい
る石には苔ははえない＝転石苔むさず」という意味で
す。この諺は元来イギリスの諺で「仕事や住所や考え
方を簡単に変える人間は人に信用されず、大成しない」
という意味でした。日本の「石の上にも三年」と同じ
ように忍耐、努力を説く諺だったのです。
しかし、この諺が新しい移民の国アメリカに渡ると
全く正反対の意味になります。アメリカでは、動かず
耐えて待っていては成功はできません。行動すること、
変化することが美徳となります。動き、転がり、常に
新鮮で光り輝いていることは能力の証明なのです。ア
メリカでは「いい会社に入って定年まで一筋」という
のは、よほど能力がなく、どこからも引き抜きの口が
かからなかった人なのだと思われかねません。
情けは人のためならず 同じ諺が国や時代により違
２０１７年４月例会
在籍会員
１１名
例会出席 ５名
メネット ０名
メーキアップ ０名
う意味で使われることは珍しくありません。例えば、
出席報告
ゲスト ０名
ビジター １名
計 ６名
出席率 ４５％
「情けは人のためならず」は元来「
（情けは他人のため
にする）のではない。まわりまわっていずれは自分に
返ってくる」という意味なのですが、今では「情けは
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札幌ワイズメンズクラブ４月例会

札幌ワイズメンズクラブ
２０１7 年 5 月例会・山本部長公式訪問
日時 2017 年 5 月 16 日（火）18:30～20:30

日 時：2017 年 4 月 18 日（火）18:30～20:30
場 所：北海道ＹＭＣＡ
参加者：佐藤、柴田、中田靖、中田千、宮﨑、
ゲスト：義村小夜子さん（北クラブ） 計 ６名

会場 北海道 YMCA
札幌市中央区南 11 条西 11 丁目 1-2
Tel. 011-561-5642
会費 1,000 円
プログラム
司会 秋葉 聡志

①
②
③
④
⑤

開会点鐘

札幌クラブ会長 宮﨑 善昭

ワイズソング・ワイズの信条

全 員

聖句

宮﨑 善昭

開会挨拶

札幌クラブ会長 宮﨑 善昭

長年、例会を行っていた札幌クラッセホテルから
会場を北海道ＹＭＣＡに移して初めての例会でし
た。3 月に引きつずき少人数の例会でしたが、札幌
北クラブの義村小夜子さんをお招きしての卓話は熱
気にあふれていました。
（詳細は p.4～５参照。）
「今月の歌」は義村さんの旅順訪問にちなんで「水
師営の会見」を選びました。この歌を歌えるのは戦
前派の義村さん、戦中派の中田会員の 2 名だけでし
た。「昨日の敵は今日の友、語る言葉も打ち解けて」
と、戦争にまだ武士道、騎士道、ロマンが残ってい
た時代の歌でした。

誕生日

3日
6日
16日
18日
28日
30日

宮﨑善昭
柴田邦子
宮﨑由美子
秋葉康子
伏木 康
川上由美子

結婚記念日 ５月２日 秋葉聡志・康子夫妻
⑥ 北海道部長挨拶 北海道部部長 山本 雅之

⑦ 卓話

身体の健康はよい姿勢から
麻生中央整骨院副院長・鍼灸師

佐藤 志保様
⑧ 諸報告
⑨ ＹＭＣＡ報告
⑩ みんなで歌おう

担当主事

佐藤 雅一

茶摘み（夏も近づく八十八夜）

⑩ 閉会挨拶 札幌クラブ会長 宮﨑 善昭

懐かしそうに中国、満州を語る義村小夜子さん。

札幌ワイズメンズクラブ３月事務会
日 時：2017 年 4 月 26 日（水）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、伏木、宮﨑
① 5 月例会： 5 月 16 日（火）18:30～20:30
② 5 月事務会：5 月 23 日（火）19:00～20:00
③ ブリテン： 聖 句 柳沼慈子、
巻頭言 中田靖泰
④ 誕生日： 3 日 宮﨑善昭
６日 柴田 邦子
16 日 宮﨑由美子 18 日 秋葉康子
28 日 伏木 康 30 日 川上由美子
結婚記念日： 2 日 秋葉聡志・康子夫妻
7 日 宮﨑善昭・由美子夫妻
⑤ 卓話：
麻生中央整骨院副院長・鍼灸師 佐藤志保様
⑥ 時計台コンサート 報告
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北海道部

第 2 回評議会・次期役員研修会

4 月 22 日（土）
、
「北海道部第 2 回評議会・次期役
員研修会が東京ドームホテル札幌において札幌北ク
ラブのホストで行われました。
東日本区から栗本治郎次期理事、大川貴久次期書
記、札埜（ふだの）恵一次期理事事務局長の３方が
熱海から出席して下さいました。北海道部の出席は
札幌クラブ１０名、北見クラブ 4 名、十勝クラブ４
めい、札幌北クラブ 4 名、計 22 名でした。
評議会では、★北海道部の活動、会計の中間報告、
★森熊治郎次期部長の運動方針、予算、部・４クラ
ブの次期役員構成、★次年度の評議会、役員研修会
の場所、日時、★部則一部改正などが活発な審議の
後いずれも原案通り了承されました。
次期役員研修会では、栗本治郎次期理事（熱海）
が、★世界のワイズの現況、東日本区の現況をグラ
フ、図表を用いて詳しく説明、いずれも漸減（激減）
傾向にあることを示された。それを押しとどめ、逆
転させるためにはＥＭＣ以外にないと述べられた。
次期理事主題は当然「ひろげよう ワイズの仲間
～Extnsion, Membership & Conservation」となり
ます。森次期北海道部長の主題も同様です。

2017 年 4 月 22 日

東京ドーム札幌

懇親会： 席を改めての懇親会はブラウン・ファミ
リー（父親がドラム演奏、娘 2 人が歌唱）の讃美歌演
奏で始まりました。北クラブの粋な趣向にみんなびっ
くりしたり、感心したりしていました。これが慣例と
なるかどうかは分かりません。少人数の利点を生かし
て全員がショートスピーチをして（ロングスピーチの
人もいました）抱負を述べたり、宣伝をしたり、思い
出にふけったりしました。
2 次会： 懇親会を終えて飲み足りない、しゃべり
足りない人たちが薄野に繰り出し、森次期部長ご贔屓
の（？）スナックで世の更けるのも忘れて、評議会、
研修会では言えないことを語り合いました。有意義な
ひと時でした。

☚
次期東日本区
期待の
トロイカ

➡
天使の歌声
Brown Family

☚
熱く思いを語る
栗本次期理事ℬ
写真上： 前列左から： 二本松能敬北見Ｃ会長、
森熊治郎次期北海道部部長、大川貴久次期書記、
栗本治郎次期理事、札埜恵一次期理事事務局長、
山本雅之北海道部部長、秋葉聡志北海道ＹＭＣＡ総主事

何故 この聖を？

柳沼

慈子

私がこの聖句を選んだ理由は、今の現代の
社会にもいろいろと重なることが多いなと
思われるからです。今のブラック企業の問題
や、食品の問題、就職してからの心構えにも
通じる問題として考えさせられずにはいら
れないと思うからです。はてさて、対 人間
には・・・どうでしょう-？
当はまるかも？！

１．
２．
３．
４．
５．

ワイズの信条
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。
会合には出席第一、
社会には奉仕第一を旨としよう。
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卓話のページ

見にいく 会いに行く ～～ 瀋陽・大連･旅順 ～～札幌北クラブ 義村 小夜子
生活を愛する人と
共に 115 年を経た婦
人之友のシニア雑誌
「明日の友」の呼びか
けでこの旅はもう 14
回も続いて、今回旅順
へ行くことが解り年
齢的にも海外旅行は
最後のつもりで参加
しました。
今、日中関係は平和
条約締結以降最悪で
日本人の嫌中感情も９０％と好ましくありませ
ん。婦人之友羽仁もと子・吉一夫妻は昭和 13 年
日中戦争の中、両国が仲良くなるために生活に
困った子供にお金や物を送るのでは無く北京の
若い女性に生活技術を教えるのに自由学園の若
い卒業生と共に生活学校を始めました。
この会は北京人民友好協会の招きによるの
で、空港には日本語の出来る学生の李さんが出
迎え世話してくれました。その夜は歓迎晩餐会
があり翌日は婦女連合会の仲間と生活学校卒業
生と共に手仕事交流会があり、中国は七彩粽子
の飾りをリリアンで教えて貰い､日本は古新聞
で折る水切り箱など和やか交流の時を過ごしま
した。昼食会では卒業生の劉さんが日中両国語
で生活学校で学んだこと若い世代の中日との交
流など熱を込めて話されました。午後は劉さん
宅訪問卒業生からプレゼントは男女の子供のス
テッチ刺繍の和平の字に平和を願い心込めた手
仕事の気持が伝わりました。室内は手仕事のも
のが並びその中でも日本訪問し自由学園明日館

なごやかな手仕事交流会。
中国はリリアンの七彩粽子の飾り。
日本は古新聞で折る水切り箱.

(フランク・ロイド.設計・重文)の前で写した写
真とそれを刺繍した額が飾られて若き日に羽
仁先生が語られた事が何時も生きる支えであ
ったと話して下さいました。音楽の先生であっ
た黄さんは若いその頃皆で作った歌｢世界はひ
とつ｣を歌ってくれました。和やかでとても楽
しく心温まる一期一会した。92 歳とは思えな
い元気な 3 人の卒業生でした。

一期一会！
92 歳の北京生活学校ＯＢとの語り合い。
明日の日本と中国のために。

瀋陽奉天の故宮（大政殿ヌルハチが遷都）見
学の折突然の雷雨、雨宿り後出発しましたが、
雨水の流れが悪く道が小川化し、小学生下校の
お迎え車と重なり大渋滞 3 時間バスの中でし
た。その渋滞の中で中山広場の毛沢東の像のロ
ータリーの周りは元三井・横浜正金・興業銀行
などはそのまま銀行として病院・大學警察・大
和ホテル・関東軍司令部など１００年過ぎた今
も使われて居ることに驚きました。バスの窓か
らの一人っ子政策で子供の教育塾看板の漢字
が目に付き排気ガス…スモッグなど高層ビル
とのひずみを感じました。
翌日は高速列車で２時間大連へ高層ビル立ち
並ぶ大都会、人口８百万昨年地下鉄も出来｡戦
後満州各地からの引き揚船の出た港、港の周り
には高層ビルが林立し、戦後坊主頭で転入して
きたクラスメート、満鉄関係者、満蒙開拓義勇
軍など周りには辛く悲しい話を子供ながら身
に沁みて感じた事思い出しました。港の側には
旧関東軍本部や大和ホテルなど我が国の国威
に目を見張る建物は今も使われています。大和
ホテルでの見物、玄関には全国重点文物保護単
位大連中山庁近代建築群大和旅館旧址という
プレートがはめ込まれていました。
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室内のホールのシャンデリア・会議室・満州
皇帝溥儀の執務室ここで敗戦を知ったと聞く。
喫茶室でお茶を飲み乍ら８月１５日正午のこと
に思い出を話し合いました。関東軍本部は連港
集団として今も使われていています。
清政府は旅順軍港建設を始めた。北洋の要塞に
位置する出口の狭い軍港は幾重にも重なる山を
背景に港内の面積は広く水深深く冬も凍らない
不凍港である。
１８９８年ロシア政府は弱い清政府を強制し
て｢旅順大租借条約」を結び７年間占領した｡ロ
シア軍は６万余りの中国農民を駆使してトーチ
カや砲台を１３０箇余り修築しその工事量は当
時のロシア国内の軍事要塞の６倍にも及ぶ工事
量であった。１９０４年２月８日日本海軍連合
艦隊がロシア駐屯の太平洋艦隊を奇襲し中国北
東地方を植民地とする日露戦争は爆発した。
１９０５年１月２日旅順駐屯のロシア軍降伏
３２８日に亘った日ロ戦争は終止符となる。そ
の日から１９４５年８月２２日まで旅順は４０
年間も長く日本の植民地であリ鉄道建設を始め
軍港として修理艦就港又軍艦も造艦した。
旅順開城約なりて
敵の将軍ステッセル
乃木大将と会見の
所はいずこ水師営
佐佐木信綱作詞水師営の歌は乃木将軍出身の
山口県では、子供の手遊び歌でした。日本がロ
シアを駆逐し清に満州を取り戻す日露戦争その
最大の激戦地２０３高地東鶏冠山トーチカのロ
シア防衛本部の弾丸跡を見て､１００年以上前
の戦場跡が残されているのは戦死者の弔いと平
和への希みなのだと思いました。ナツメの木で
有名な粗末な農家の水師営会見から日本は戦線
を拡大し満州国建設に進んだのです。白玉山「表

卓話のページ
忠塔」は軍港を含む旅順全景を見渡せる最も良
い場所に薬莢を集め戦後乃木将軍らによって戦
没者慰霊塔が今はそのまま「白玉山塔」となっ
て､観光の名所です。歴史の流れをこの目で見て
若い頃疑いもせず過ごした私はこのような歴史
を学ぶ交流がこれからも長く続く事を強く願い
ました。東アジア史に無関心であった私は改め
て当時の東アジアの国情を知ると共に、今の高
層ビル林立する大都市の交通・公害…煤塵など
発展の代償として失ったものがあるのを日本帰
って緑の札幌の町並みにほっとした気持ちにな
り中国の富裕層がニセコへ来たい気持ちが判り
ました。

ロシア兵がこもって戦った要塞のトンネル
戦争の悲惨さ、虚しさを教えてくれています。

札幌クラブの中田先生が８番まで水師営の歌
を印刷して下さり、戦前生まれの私と２人今で
は考えられない昔の格調高い？歌を歌いまし
た。ついでに｢今日も学校へ行けるのは兵隊さん
のお陰です｡お国のためにお国のために戦った
兵隊さんのお陰です。」と子供の頃に歌った歌が
蘇り、一銭五厘の赤紙の兵隊さんを思うと胸が
痛くなりました。
戦争は本当に辛く悲しいことです。世界の平
和を願う時、市民同士の交わりをささやかでも
続け羽仁もと子の念願であった北京生活学校の
ことを想い北京市民との交流が長く続く事を今
願っています。

羽仁もと子（1873～19757）と「友の会」

弾丸跡も いちじるく・・・
１２０年前の激戦の跡が平和の尊さを教えています。

日本初の女性ジャーナリスト。「家計簿」の考
案者。
「婦人之友」の創刊者。自由学園の創立者。
（「真理はあなたを自由にする」ヨハネによる福
音書 8：32 による命名）。クリスチャンであっ
たが教派に属せず、無境界を貫いた。
愛読者による「友の会」は今も全国で活発な活
動を続けている。義村さんは長年にわたり「友の
会」最高幹部として活躍しています。
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北海道ＹＭＣＡ
創 立 １ ２ ０ 周 年 記 念 事 業
１． クライミングウォールの設置
💛体育館に設置。新事業展開。
💛設置のためのクラウドファンディング実施
💛９月末完成予定

２． 記念グッズ作成：販売
💛記念ロゴマークの作成
💛１２０周年記念グッズ・マークの作成、販売

３． 創立 120 周年記念礼拝・記念講演会
💛日程：4 月 2 日（日）14：00~17：00（終了）

４． １２０周年記念会員大会
💛日程：11 月 3 日（金・文化の日）
💛会場：北海道ＹＭＣＡ

５． 記念ジャズコンサ－ト
💛日程：9 月 21 日（木）19：00~20：45
💛会場：札幌時計台ホール
💛出演：飯田さつきさん
💛チケット： 2,500 円

６． チミケップ中高年国際キャンプ
💛日程：８月（企画調整中）
💛内容：中高年国際キャンプ実施と招待

７． ブランチ記念事業
北見ブランチ：冠イベント
① ワイズサッカー大会 10 月 7 日
②スイミングフェスティバル
7 月 2 日 or 11 月 26 日
③サーモンキャンプ
北見市と近郊の小中学生

とかち帯広ブランチ
▼リトミック体験・指導者講習会
8 月 26 日

