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今月の聖句

「あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい」
マタイによる福音書５章１６節
（秋葉聡志選）
ている箇所です。「世の光」は、隠れようにも

創 立 １ ２ ０ 周 隠れることのできない目に見えるキリスト者の
年 を迎 えて
北海道ＹＭＣＡ総主事 秋葉 聡志
存在・働きです。創立１２０周年の時に、特に

２０１７年度は北海道ＹＭ
ャンプへの招待、記念コンサートの実施、クライミン
「光」としてのＹＭＣＡの見える働きを意識し
ＣＡ創立１２０周年の記念
グウォールの設置と募金活動、記念会員大会の開催等、
すべき年である。札幌農学校
タスクや実行委員会により、多くの会員が関わって準
たいと思います。
の１・２期生を中心とする信
備が進められている。新しいことに取り組むことによ
仰の共同体、「札幌バンド」
って、それまでの自分が打ち破られて、新たな者へと
をそのルーツに持つ私たち
変革され一人一人の可能性が広がることを多くの人に
のＹＭＣＡは、その草創期の
実感してほしいと思う。
歴史には紆余曲折があり、必
また、６月の同盟協議会では、日本ＹＭＣＡの新し
ずしもつまびらかではない
いブランドロゴ・スローガンが発表された。
「ポジティ
が、北海道ＹＭＣＡ１００年
ブＹ」と呼ばれる新しいロゴと「見つかる。つながる。
史によれば、内村鑑三の札幌
よくなっていく。」というスローガンが発表され、ブラ
ＹＭＣＡ以後、１８９７年１月に札幌の各教会の青年
ンドコンセプトを含めてＹＭＣＡの理念をまとめたブ
会によって再建的に創立された「札幌基督教青年会」
ランドブックが作成された。そこには、私たちが「互
が、翌年に日本学生基督教青年会同盟に加盟したこと
いを認め合い、高め合う『ポジティブネット』のある
をもって公式に青年会と認め、組織された１８９７年
豊かな社会を創る。
」ことが謳われている。今後１０月
に遡って北海道ＹＭＣＡの創立年とされている。
１日の対外的な表出開始時期までにＹＭＣＡ内部での
以来、北海道におけるＹＭＣＡ運動は、時代の変化 浸透を図っていく。そして、そこから、それぞれの事
に応じて、国内や世界のＹＭＣＡと連携しながら、キ 業、プログラムをこのコンセプトから見直すという新
リスト教信仰を基盤とした様々な活動、事業を展開し たなブラ
つつ、その運動も札幌から、北見、帯広へと広がり、 ンディン
それぞれに活動拠点を与えられながら地域社会の課題 グの作業
に応える活動を展開してきた。
が始まっ
今、１２０周年を迎えるにあたって、様々な記念事 ていく。
業を通じて改めて北海道ＹＭＣＡの信仰と使命を再確
希望を
認し、未来への展望を持つとともに、会員活動の活性 持って取
化を図っていきたい。創立１２０周年記念礼拝・講演
り組んで
会を皮切りに、記念グッズの作成・販売、中高国際キ
いきたい。
２０１７年６月例会
出席報告

在籍会員
１０名
例会出席 ７名
メネット ０名
ゲスト ０名
ビジター １名
計 ８名
出席率

メーキアップ
７０％

０名
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札幌ワイズメンズクラブ ７月例会

札幌ワイズメンズクラブ
２０１7 年８月例会
日時 2017 年 8 月 22 日（火）18:30～20:30
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 中田 靖泰

①
②
③
④

開会点鐘

札幌クラブ会長 柴田 伸俊

ワイズソング・ワイズの信条

全 員

聖句

佐藤 雅一

開会挨拶

札幌クラブ会長 柴田 伸俊

⑤ 誕生日
8月 3日 佐藤 雅一
8月27日 安田 文子
結婚記念日
なし
卓話

ＹＭＣＡ新ブランドロゴ・スローガン
北海道ＹＭＣＡ総主事 秋葉
⑥ 諸報告
⑦ ＹＭＣＡ報告

担当主事

日 時：2017 年 7 月 18 日（火）18:30～20:30
場 所：北海道ＹＭＣＡ 総主事室
参加者：秋葉、佐藤、柴田、中田千、中田靖、伏木、
宮﨑
ビジター：義村小夜子（札幌北） 合計 8 名
新年度最初の例会。まず「会長引継ぎ式」が行わ
れ、宮直前会長と柴田新会長ががっちり握手を交わ
した。
卓話は柴田会長の今年度の活動方針でした。新会
長は札幌クラブとＹＭＣＡの詳細な「行事・活動予
定表」をもとに抱負を述べました。昨年度までの活
動を引き継ぎながらも、
「マンネリに陥らず、できる
だけ新しい工夫を」という言葉は印象的でした。
「みんなで歌おう」は
若者たち」でした。
「果て
しなく遠い」道を歯を喰い
しばりながら歩いてゆく若
者はクラブの姿と重なって
いるようでした。

聡志

佐藤 雅一

⑧ みんなで歌おう

札幌ワイズメンズクラブ７月事務会

「ああ栄冠は
君に輝く」

⑨

閉会挨拶

札幌クラブ会長 柴田 伸俊

何故 この聖句を？

秋葉 聡志

２０１７年度の北海道ＹＭＣＡ年間聖句です。
山上の説教で、イエスが弟子たちに向かって、
「あ
なたがたは地の塩である」、「あなたがたは世の光
である」という恵みの事実を宣言されている箇所
です。
「世の光」は、隠れようにも隠れることので
きない目に見えるキリスト者の存在・働きです。
創立１２０周年の時に、特に「光」としての
ＹＭＣＡの見える働きを意識したいと思います。

日 時：2017 年 7 月 25 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
確認・協議事項
① 7 月例会：
▼聖句 佐藤雅一、巻頭言 秋葉聡志
▼誕生日 8/3 佐藤雅一 8/27 安田文子
▼卓話 秋葉聡志 「YMCA 新ロゴについて」
② 北海道部評議会・部会 出席者確認
③ YMCA 創立 120 周年記念コンサートチケット
会員１名が最低チケット５枚販売で協力する。
④ ワイズの知名度を上げるためのクラブ名、ロゴ
入りブレザーは当分実施は困難。
⑤ 「卓話候補者」リストを作成し、「強調月間」
との連動も考慮する。
（案）6 月―「チミケップ
OB/OG の会」11 月―「ユース活動報告会」
⑥ 京都パレスとのファンド事業について。
テスト品の発送を検討する。
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新年度活動方針・・常に新しい札幌クラブを・・・

2017～２018 年度会長

柴田

伸俊

今期は下記の年間日程を基に札幌クラブの活動
を計画しました。
① 毎月の強調月間を意識し、会員とともに改めて
その意味の理解を深めたいと思います。
② 特にクラブ活動の中に YMCA の事業とリンク
した、資金援助だけに終わらない実践参加を目
指します。
③ 年１回は第二例会を設け、例会場を飛び出して
見たいと思います。
④ チミケップ OB との交流をさらに深めたいもの
です。
７月例会引継ぎ式でがっちり握手する
⑤ 札幌クラブのファンド事業を一つ立ち上げたい
柴田会長（右）と宮﨑直前会長（左）
と考えています。
⑥ YMCA バザーではマンネリ化せず、少しでも新しい企画を取り入れていきます。
どれだけ実行できるかわかりませんが、ひたすら前向きに進めたいと思います。
会員の皆様のご協力をお願いいたします。
札幌ワイズメンズクラブ 活動予定表 （例会・事務会を除く）
年

月

日

７

１５～１６

８

１９

９
２
０
１
７
年

１０

活

動

場

所

備

考

チミケップワークキャンプ

チミケップキャンプ場

土

北海道部会

北海道ＹＭＣＡ

１０

日

全道屋外サッカー大会

農試公園ツインキャップ

１８

月

ＹＭＣＡチャリティパークゴルフ

２１

木

創立１２０周年記念コンサート

１５

日

ＹＭＣＡバザー

北海道ＹＭＣＡ

カレー店出店

１７

火

北海道部長公式訪問例会

北海道ＹＭＣＡ

森熊治郎部長

第２例会

ニセコ

案（検討中）

コーヒーサービス

２１～２２

コーヒーサービス

チケット販売

３

金

北海道ＹＭＣＡ会員大会

１０

金

ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷会

２３

水

ラッコ水泳記録会

北海道ＹＭＣＡ

１２

７

木

大人のクリスマス会

北海道ＹＭＣＡ

１

８

月

全道ワイズメンズクラブ合同例会

２

２５

日

室内サッカー大会

北海道ＹＭＣＡ

コーヒーサービス

３

４

日

Y’s ベル杯

北海道ＹＭＣＡ

コーヒーサービス

８

土

創立記念集会

チャリティラン

真駒内競技場

コーヒーサービス

時計台コンサート

札幌時計台ホール

第２１回東日本区大会

沼津市

１１

２
ね
０
１
８
年

曜

担当：北クラブ

４
北海道部評議会・次期役員研修会
５
６

１３

２～３

日
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チミケップ・ワ－クキャンプ報告
チミケップ・ワークキャンプ参加
例年行事の 7 月 15 日(土)～16 日(日)北見チミケッ
プキャンプ場でのキャンプ場修理ワークを行いまし
た。今年は残念ながら札幌クラブからの参加者は少
なく、柴田夫妻、壱岐朱花さんの三名参加でした。
北見クラブからは初日古賀さんとご子息、二日目は
宮沢さん、二本松さんの参加でした。
ワーク内容は寄贈の砂利をキャンプ内に敷き詰め、
雨降りの足場確保が中心です。キャンプ OB の植田さ
んや越智さんを中心に無事仕事を終えました。
当日の天候は晴天で珍し
く暑い中でのワークとなり
ました。ただ翌日は涼しい曇
りがちな天候から一転昼に
は一時的にスコールのよう
な大雨に見舞われました。
自然あふれるキャンプ場。
多くのクラブ会員にチムケ
ップを体感してもらいたい
ものです。

YMCA のページ

第 28 回アジア大会 仙台で！
第 28 回アジア太平洋地域大会
日時： 2019 年 7 月 19（金）～21（日）
会場： 日本国仙台市
主催： 東西日本区
ワイズダムでは、偶数年に「国際大会」、奇数年
に「地域大会が開かれます。x
日本は今までに国際大会を４回、アジア地域大会
を３回ホストしています。
国際大会： 1959 年 第２回国際大会
東京
1975 年 第 51 回国際大会 熱海
1998 年 第 58 回国際大会 京都
2010 年 第 69 回国際大会 横浜
アジア大会 1959 年 第 2 回アジア大会 東京
1993 年 第 15 回アジア大会 神戸
1999 年 第 18 回アジア大会 幕別
国際大会を経験したワイズメンは一味違うといわ
れています。今から準備して来年は仙台へ大挙して
出かけましょう。

今月の協調月間 CS ってなーに？
CS は英語の Community Service の頭文字です。
「地域社会奉仕」と訳しています。
東日本区は会員１名あたり１，２５０円を集め、
区としての CS 事業を展開します。クラブもできれば
隣人のための事業を行うか、支援している YMCA が
行っている CS 事業を支援しましょう。

ゆう（友・悠・遊・誘・憂・幽・優・郵）
「ゆう」でなく「喜」でも「怒」でも「望」でも
なんでも全員投稿してください。
秋葉聡志会員： ついにスマホデビューしました。悪戦
苦闘の毎日です。
宮﨑善昭会員： ８月１１日、日ハム、楽天戦９回 ３
対３の同点を見て何かほっとして腑に落ちる。
目的に向けてのモチベーションレベルが下がるの
はこういうことかと悟ってみる。
中田靖泰会員： 先日人間ドックで「運動は？」と聞
かれて「毎日 Wii でテニスと野球とゴルフをして
います」と冗談のつもりで言ったところ、
「えっ」
と驚いていました。Wii を知らなかったようです。
中田千鶴会員
毎月 1 回、４～５人の友人と昼食会を開いていま
す。３０年ほど続いています。ポピー会と名付けてい
ます。年年歳歳、人も変わらず、話題も変わりません。

会費納入のお願い
前期の会費納入をお願いいたします。
前期会費
２５，０００円
８月中にお収め下さい。
会計： 秋葉 聡志

ワイズの信条
１．自分を愛するように、隣人を愛そう。
２． 青少年のためにＹＭＣＡに尽くそう。
３．世界的視野をもって、国際親善をはかろう。
４．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。

