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「Yes, We can change」
「Action」「アクション」
「為せば 成る」
「その先のワイズへ」
「楽しいワイズ」

Moon Sang Bong (韓国)
田中 博之（東日本）
Training
宮内 友弥（東京武蔵野多摩）
二本松能敬（北見）
柴田 伸俊（札幌）

札幌クラブ役員
会長
柴田 伸俊
副会長
伏木 康
書記
小野 健
会計
秋葉 聡志
直前会長 柴田 伸俊

今月の聖句
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。
テサロニケの信徒への手紙 Ⅰ 5 章 16-18 節
中田靖泰選

NHK の大河ドラマ「

」と連続テレビ小説「

」 伏木康

日曜夜の「いだてん」、
昨年から北海道 YMCA のチャリティゴルフがなく
主役の金栗四三の他、大ことば
なったので、障がいのあるこどもたちを支援するチャ
「初めに
森夫婦に注目し
て い ま言 があった」
リティランは、是非とも継続してほしいと思います。
秋葉 聡志
す。大森兵蔵は YMCA に
皆さんもこのイベント情報をシェアしていただき、少
ゆかりのある人物、兵蔵
しでもチャリティ金額が増えれば有難いです。 申込
の妻役を演じるシャーロ
方法等、詳細は北海道 YMCA のホームページをご覧
ット・ケイト・フォック
ください。 昨年は雨でインドアでの開催でしたが、
スは北海道にとても縁の
フェイスブックで紹介されています。 是非「いいね」
ある俳優です。
をお願いします。
北海道 YMCA のチャリ
4 月から NHK の朝は十勝が舞台の「なつぞら」が
ティランは、新元号に変
始まりました。 昨年、道外に住む知人が北海道のキ
わってすぐ、
5 月 12 日（日
ャンプに子供を参加させたいという話がありました。
曜日）の母の日に開催さ
キャンプの参加費用だけでなく、交通費もかかるので
れます。 例年札幌ワイズはホットコーヒーのサービ
すが、北海道でのアウト
スを行っていて、肌寒かった一昨年はスタート前に用
ドア活動はお金には代え
意した量がなくなることもありました。 金栗四三の
られない経験とのことで
ように足袋で走る勇気はありませんが、私も今のとこ
した。 主人公のなつの
ろ走る気になっ
ように、雄大な自然の中
ています。 会
で子供が成長することを
場は札幌市南区
期待しているのでしょう。
の真駒内公園、
夏に近づくにつれ、飛
1972 年に札幌
行機代は高くなりますの
オリムピックが
で、早割の利用をおスス
開催された場所
メします。
です。
２０１９年２月例会
出席報告

在籍会員

８名
ゲスト

例会出席 ５名
１名
ビジター

メネット ０名
コメット １名
０名
計 ６名
出席率

メーキアップ
６３％

０名

札幌ワイズメンズクラブ
ちょ
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クラブのページ

札幌ワイズメンズクラブ

２０１９年３月例会

札幌ワイズメンズクラブ３月例会
日時： 2018 年 3 月 19 日（月）17：30～19：30

日時： 2019 年 4 月 16 日（火）18:30～20:30

場所: 北海道１０１教室

場所： 北海道 YMCA 101 教室

出席者：秋葉、佐藤、柴田、伏木、中田

札幌市中央区南 11 条西 11 丁目

タッフ研修会」に参加し被災地も直接訪ねてこられ

会費： １,000 円

た先本充志君を

プログラム
司会 伏木 康
札幌クラブ会長

柴田 伸俊

お招きし、研修
会での学びにつ
いて、また被災

② ワイズソング・ワイズの信条

全 員

地の復興状況に

③ 聖 句

中田 靖泰

ついて伺いま

④ 誕生日、 結婚記念日
誕生日：

した。(p.3 参照)

なし

札幌ワイズメンズクラブ 3 月事務会

結婚記念日：

♥
♥
♥
♥

先本充志君 計 5 名

2019 年 1 月、仙台で行われた「東日本 YMCA ス

☎ 011-281-2511

① 開会点鐘

ゲスト(卓話者)

4月 9日 伏木 康、恵美子夫妻
4月15日 小野健、エリナ夫妻

日時： ２０１９年 3 月 28 日（火）１９：００～
場所： 北海道 YMCA 総主事室

4月16日 中田靖泰、千鶴夫妻

出席者：佐藤、柴田、宮崎、

4月29日 柴田伸俊、邦子夫妻

欠席者：伏木、中田、秋葉、

⑤ 卓話

4 月例会、巻頭言、聖句

「専門学校カナダ研修」
中野川 千香代
北海道 YMCA 専門学校
2018 年度 カナダ研修引率者

日時： 2019 年 4 月 16 日（火）18:30～20:30
場所： 北海道 YMCA
（司会：伏木 康）
卓話者候補は秋葉会員より中野川氏と打合せして
もらう。
誕生日、結婚記念日：
誕生日

なし

結婚記念日

4月9日

研修

伏木夫妻

4 月 15 日 小野夫妻
4 月 16 日 中田夫妻
4 月 29 日

⑤ 諸報告
⑥ YMCA報告
⑦

⑧ 閉会点鐘

担当主事 佐藤雅一
会長 柴田伸俊俊

柴田夫妻

巻頭言： 伏木 康
聖

句： 中田靖泰

北海道部次期役員（宮崎次期部長）に関して
４月２７日（土） 第一ホテル
▼ホテルは手配済み 12：45～19：45

何故この聖句を

中田 靖泰

３月の卓話で先本君が東北大震災の被災地の惨状
を語ってくれました。 私自身、２日間ブラックアウ
トを経験しました。 電気、水道が止まり、7 階から
バケツを持って上り下りしている時、この聖句を思い
だしました。 こんな時、人は喜んで感謝していれる
のだろうかと。 しかし、ただ嘆き悲しみ、神や運命
を呪うのが不幸を増幅させる最善の方法だとこの聖
句は教えてくれているようです。

▼第一報・・・2 月中に案内済
▼第二報・・・3 月上旬
▼タイムスケジュール作成・・・別紙
近日三役にて打合せ予定
候補日程 4 月 3 日(水)18：30～、
4 月 5 日(金) 18:30 ～
4 月事務会
日時： ２０１9 年 4 月 23 日（木）１9：0０～
（出席）柴田、

卓話のページ

東日本地区 YMCA スタッフ研修に参加して

札幌ワイズメンズクラブ

2019 年 4 月

p.3

被災地は今！ YMCA チャイルドケアスタッフ 先本 充志

2011 年 3 月 11 日 14

2019 年 1 月、今回の出張を通し東日本大震災の被

時 46 分 18 秒。宮城県牡

災地に赴く機会を得ました。出張の話を頂いたのが

島半島の東南東沖 130ｋ

12 月下旬。実は私にとって出張はほとんど初めての

ｍを震源とする M9.0 の
日 本周 辺にお ける 観測

経験でした。緊張からか、前日はほとんど寝られま
・
せんでした。実際に、現場に行って現地の様子やそ

史上最大の地震。これが

こで暮らす人の話を聞いたとき、今までの自分の持

「 東北 地方太 平洋 沖地

っていたイメージと現実のギャップに衝撃を受け

震」の詳細です。8 年が

ました。

過ぎた今、自分が覚えて

8 年経った今も、立ち入りできない場所がたくさん

い るの は発生 した 日時

ありました。放射線量が高く、窓を開けて車を運転

だけ。詳しい時間等は

できない場所がありました。街がゴーストタウンと

Wikipedia で調べました。発生した時間が午前か、

化し、建物は当時のまま。変わった部分といえばコ

午後だったかすら思い出すことが出来ず、自分の記

ンクリートを突き破って草木が伸び呆けている状

憶力はこんなものだったのかと恥ずかしい気持ち

態。人の姿は当然ありません。映画でよく見るゴー

になります。

ストタウンの景色がそこには広がっていました。

東日本大震災が発生した当時、私は札幌市営地下

現地に赴き実際にその現場を見て感じ、自分なり

鉄（東西線）に乗り、西 11 丁目から西 18 丁目のち

に物事を考える。その大切さを改めて感じさせられ

ょうど間の辺りに差し掛かっていたと記憶してい

ました。

ます。大き目な揺れがあり、地下鉄が緊急停止しま

今原稿に書く内容を考えながら、一方で、自分が

した。帰ってからニュースを見て、初めてその凄惨

被災地の方々に向けてなにかできることはあるか。

さを目の当たりにしました。なぜここまで鮮明に、

そう考えると、なかなか思いつくことができませ

震災当時に自分自身が何をしていたかを覚えてい

ん。今自分ができることといえば、いざこういった

るか。それは自分にとってそれだけインパクトの大

有事の時に、メンバーにとって YMCA のアフター

きな事柄だったのだろうと想像します。正直言う

スクールが、いつでも戻ってきたいと思える「場所」

と、その前後 1 年の 3 月 11 日に何をしていたかは

を作っていくことかなと思います。日々の業務を懸

さっぱり思い出せません。人にとって強烈に印象に

命に務めていくことが、今の自分にできることかな

残っている瞬間の記憶はなかなか忘れられないも

と考えております。

のです。私ですら忘れられない記憶として残ってい

余談になりますが、今回の研修では、兼ねてより

るのですから、実際に被災された方々は尚更忘れら

見学したいと思っていた仙台 YMCA に行くことが

れない記憶として残っていると思います。

できました。アフタースクールにもお邪魔させてい

震災から 7 年以上の時が流れましたが、なかなか

ただき、札幌 YMCA 以外のアフタースクールの現

被災地に実際の状況を見に行く機会がなく、ときど

場を見ることが出き、また仙台のメンバーと触れ合

きテレビを通して復興が進んでいるという情報を

うことが出きた貴重な時間を過ごすことが出来ま

見て、被災地の現状を知った気になっていました。

した。仙台の子ども達も快く初対面の私を受け入れ

どこか他人事のように月日は流れていきました。

てくれて、20 分ほどの短い時間ではありましたが、

2018 年、
北海道でも大変大きな地震がありました。

ゲームやおしゃべりをして過ごしました。私にとっ

まさか自分が被災するとは夢にも思っておらず、電

て、自分が勤めている札幌 YMCA 以外の YMCA に

気のない生活に四苦八苦しました。ちょうど YMCA

赴き、見学させてもらう機会は今回が初めてだった

はアスベスト問題に直面し会館は休館中。担当して

ので、すべてが新鮮でとても刺激的なものでした。

いるアフタースクールは、普段の保育場所から場所

このような機会を与えてくださった全てに感謝を

を変更し、聖マーガレット協会で保育を行っていま

申し上げます。

した。被災した翌日、保護者の皆様に安否確認の電
話をしました。休館問題で揺れる最中にも関わら
ず、逆に温かな言葉をかけて頂いたことは今でも忘
れられません。

p.4
p. 4
）
」
③

札幌ワイズメンズクラブ

YMCA のページ

ＹＭＣＡニュース
担当主事

佐藤 雅一

①チャリティーラン 2019
5 月 12 日（日）
、第 24 回北海道ＹＭＣＡインター
ナショナル・チャリティーラン 2019 が行われます。
現在参加チームを募集中です。是非お知り合いの方に
ご紹介いただき、参加チームの募集にご協力下さい。
②ボランティアリーダー募集中
新年度を迎えボランティアリーダー達も新しい仲
間を迎える活動を始めています。ボランティアリーダ
ー募集のチラシを作成し、大学の入学式をめがけて会
場前で配布を行っています。
札幌には、アウトドアクラブ、サマーキャンプ、チ
ャイルドケアー、スキースクールなどで多くの学生が
活動している他にも、発達障害の子供達を対象とした
グループ活動、障害児水泳クラスでは社会人・主婦の
方も沢山活動しています。是非多くの方にご紹介下さ
い。

ん
③ベトナムボランティアワークの旅
第 24 回ベトナムボランティアワークの旅を８月 7
日～17 日で行う準備を進めています。ベトナムでは
まだまだ教室が不足しており、特に農村部での教室建
設は地域の子供達にとって教育の機会と質の向上を
図る上で重要と考え継続していくこととなりました。
４月末から募集を開始しますので、多くの方にご紹
はがき印刷－２.doc
x
介下さい。

④全道職員研修会
4 月 28 日－29 日の 1 泊 2 日で全道の職員が集まり
せいかい
大雪青少年交流の家で研修会を行います。
ことしは、
「ポジティブネットのある社会」テーマに
ブランドビジョンの「ポジティブネット」に注目し、
経験年数別の２つのグループに分かれて行います。ブ
ランドコンセプトがより身近なものになるように自
身の経験から考え、ポジティブネットに合う YMCA
ストーリーを語れることを目指します。
かしていけるよう学びの時を持ちます。
⑤新職員紹介
４月から新しい職員が加わりました。
教育センター
橋本 修一 鈴木 鮎美
馬場紗央里
北見
横尾 拓真
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北海道４クラブの地名
北海道４クラブの札幌、北見、十勝という地名はど
のようにして出来たのでしょう。ご存知でしょうか？
北海道の地名で最も多いのがアイヌの地名に（無理や
り）漢字を当てはめたものです。
札幌： アイヌはこの地をサト・ポロ・ナイと呼ん
でいました。「渇いた・大きな・川」という意味です。
同じ「川」でも「小さな川」は「ベツ」です。「大き
い」は「ポロ」で、「小さい」は「ポン」です。
地図を開いて、「ポロ(幌)」、「ポン(本)」、「ナ
イ(内」）、「ベツ(別)」の付いた地名を探してみて
下さい。
十勝： 十勝も「乳」を意味するアイヌ「トカプチ」
が語源です。山田次期理事のように牧場経営には最高
の場所です。しかし、帯広となると、アイヌ語と和語
の混血児になります。アイヌはこの地を「オペㇾペㇾ
ケㇷ（川尻が裂けているもの）と呼んでいました。こ
れは帯広川が札内川に合流する直前で、幾重にも分流
することに由来しています。その最初の２音「オペ」
を採って、それに十勝平野の広大さにちなんだ「広」
をつけ「帯広」としたとされています。
北見： 北見は北海道には珍しくアイヌ語由来
ではなく、和人がつけた名です。命名者は松浦武
四郎で、当時の和人がオホーツク海岸を「北海岸」
と呼んでいたことから「北」、稚内の海岸からは
快晴の日に樺太が見えることから「見」、１字ず
つ取って「北見」としたとされています。これで
も分かるように当初は稚内から網走までの北海道
東北岸は「北見国」でした。現在の北見市が「北
見」になったのは極めて最近(1942 年)です。それ
までは「野付牛（ノッケウシ）」と呼ばれていま
した。アイヌ語では「ヌプンケシ（野の一方の端）」
という意味です。
北海道の地名クイズ
最後に北海道地名クイズに挑戦してみて下さい。
初級： ▼平取
▼歌志内 ▼音威子府
中級： ▼長万部 ▼音更
▼占冠
上級： ▼寿都
▼椴法華 ▼興部
半分読めればかなりの北海道通と言えます。正
解は札幌クラブブリテン５月号をご覧下さい。

札幌クラブ

活動予定

4 月 23 日（火） ４月事務会
4 月 27 日（土） 北海道部次期役員会
札幌第一ホテル
５月 12 日（日） 北海道 YMCA チャリティーラン
コーヒーサービス
５月 21 日（火） ５月例会
５月 28 日（火） ５月事務会
６月 1～2 日

東日本区大会

６月 18 日（火） 6 月例会
６月 25 日（火） 6 月事務会

