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「Building today for a better future」
Jennifer Jones (ｵ ｰ ｽ ﾄ ﾗ ﾘ ｱ )
「Action」
(アクション)
田中 博之（東日本）
「勇気ある変革 愛ある行動」
山田 敏明 (十勝）
札幌クラブ役員
「日々新たな者として YMCA と共に歩もう」 宮﨑 善昭（北見）
会長
伏木 康
「手を取り合って」
（Let Us Cling Together）
伏木 康 （札幌）
書記
柴田 伸俊
会計
直前会長

今月の聖句

秋葉
柴田

聡志
伸俊

剣をさ やに納めな さ い。剣を取る者は皆、剣で滅びる 。
マ タイに よる 福音 書 ２ ６章 ５ 2 節

中 田 靖 泰選

「楽しかった 6 年間」 １１章４節 札幌クラブ直前担当主事
宮﨑 善昭選
数えてみると 6 年間

佐藤雅一

日本国内だけではなく世界的にも寛容性が失われ、

担当主事をさせて頂き

力による問題解決を図ろうとする機運が強まってき

ました。月の例会や事務

ている中で、地域の小さなクラブがネットワークによ

会の他、北海道部会、特

って世界とつながり、YMCA 運動を通じて青少年育

別例会、コーヒーサービ

成・地域サービスに取り組むワイズメンズクラブの活

ス、そして厚木で行なわ

動に携われたことは、国際協力事業を考える上で良い

れた東日本区大会にも

学びの機会でした。

参加し、本当に楽しい時

また、いつもベトナムボランティアワークの旅に関

間を過ごさせて頂きま

心を持って応援して下さったことを嬉しく思ってい

した。ワイズメンズの皆

ました。毎年のように報告の場を作っていただいてい

さんとの出会いは 38 年

たので、今年は何を話そうかとお土産選びと合わせに

ほど前になります。野外のボランティアリーダーをし

考えるのが楽しみでした。

ていた時にキャンプ場を訪ねて下さったことを覚え

ひとつ残念だったことは、ワイズメンの方にも参加

ています。それ以降もバザーやチャリティーラン、

してもらい、一緒にベトナムで活動する機会が持てな

様々な集会など YMCA の行事で共に活動する機会が

かったことですが、これからその機会がやってくると

多くありました。

信じ楽しみに待ちたいと思います。

担当主事としてより近くで活動を共にする中で感

担当主事は離れますが、これからも YMCA の諸活

じたことは、一人一人を尊重する姿勢と他者に対する

動で一緒になることも多くあるとともっていますの

深い寛容性を持っているということです。

で、その機会を楽

一人一人異なる背景を持つ人々が共に活動すると

しみにしています。

きに、相手をまずはあるがままに認め、その上で目標

益々のご発展と皆

達成に向けて力を合わせて活動している姿にワイズ

様のご健康をお祈

メンズクラブの魅力があるのだと感じています。

りしています。

２０１９年 8 月例会
出席報告

在籍会員 ８名
例会出席 ８名
メネット ０名
コメット ０名
ゲスト ３名
ビジター １名
計 １２名
出席率

メーキアップ
１００％

０名

札幌ワイズメンズクラブ
ちょ
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札幌ワイズメンズクラブ

２０１９年 9 月例会
日時： 2019 年 9 月 17 日（火）18:30～20:30
場所： 北海道ＹＭＣＡ 1012 号室
札幌市中央区南 11 条西 11 丁目

札幌ワイズメンズクラブ 8 月月事務会
日時： 2019 年 8 月 28 日（火）19：30～
場所： 北海道 YMCA 総主事室
出席者：柴田、宮崎、伏木、中田、秋葉、北川、
１．

9 月例会、巻頭言、聖句

▼日時： 2019 年 9 月 17 日（火）18：30～20:30
▼場所： 北海道 YMCA 1012 号室

Tel. 011-561-5217

（司会： 伏木会長）

会費： １,000 円

▼ユースリーダーボランテイアフォーラム
プログラム

（山中湖）参加報告
司会 柴田 伸俊

① 開会点鐘

札幌クラブ会長

柴田 伸俊

② ワイズソング・ワイズの信条

全 員

③ 聖 句

中田 靖泰

④ 誕生日、 結婚記念日
誕生日：

秋葉聡志

結婚記念日：

なし

（被災地厚真の子供たちを呼んで・・・）
▼誕生日、結婚記念日：
9月 8日

誕生日
結婚記念日

なし

▼巻頭言、聖句 執筆担当予定：
p.4 下段参照。

9月8日

秋葉聡志

会員以外に依頼すること

もあるので柔軟に対処する。
２．北海道部

⑤ 卓 話

宮崎部長欠席の為詰められず、次回持越し。
３． 9 月事務会

山中湖YVLF参加報告

▼日時： 2019 年 9 月 24 日（木）19：30～

⑥ 諸報告
⑦ YMCA報告

担当主事 北川 佳治

⑧ 今月の歌

「小さい秋見つけた」

▼場所： 北海道 YMCA 総主事室
４． 安田文子チャリティーコンサートの日程
安田さん 8 月 28 日のコンサートが終了後相談。
５． 全道サッカー大会

9 月 8 日(日)

ワイズコーヒーコーナー実施
（出席）

（欠席）伏木、柴田

６． チャリティーパークゴルフ
参加者

伏木、健太くん、

７． 10 月以降の例会

⑨

⑧ 閉会点鐘

会長 柴田 伸俊

9 月 15 日(日)

卓話者候補

山田なつきさん、他
８． その他
▼ 札幌クラブ・札幌北クラブ合同例会
2020 年１月 12 日(日)

何故この聖句を

中田 靖泰

捕えられたイエスを守ろうと剣を抜いて大祭司の
しもべに撃ってかかるペテロに向かってイエスが言
った言葉です。ペテロは「自分は正しいことをして
いる、正義は自分にある」と信じています。
人類の歴史は戦争の歴史です。
「侵略だ」と言って
始められた戦争はありません。すべての戦争は正義
を掲げて（殆どの場合は信じて）始められています。
今も世界中で自分の利益や権利や宗教を絶対の正
義と信じて剣を振り回している国や人達がいます。
クリスチャンと称する人だけでもこの個所を読み
返してくれさえすれば、今世界を騒がせているほと
んどの争いは忽ち解決されるのですが。

（担当は札幌北クラブ）
ただしいことｗ
▼ 台中周年行事予定 2020 年 2 月 27 日
ぺてｒ
札幌クラブの祝賀対応は今後計画する。
北 海 道 YMCA
チャリティ

パークゴルフ大会
場 所：八剣山パークゴルフ場
参加費：大人 3,000 円
小人：2,000 円
―パークゴルフっ街道
（プレー代、ランチ、
チャリティを含む）

申し込み
北海道
YMCA
561-5217

札幌ワイズメンズクラブ

クラブのページ
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札幌ワイズメンズクラブ８月オープン例会 「わせねでや」
8 月札幌クラブ例会は従来の会場を飛び出
し中島公園内豊平館にて、オープン例会を実
施いたしました。重厚な豊平館の中での例会
はいつもと違い厳かなムードの中始まりまし
た。主題は「わせねでや」アジア大会参加の
派遣ユース杉山君を中心とした発表の場とし
ました。
第一部／ティラー・アンダーソン物語
･･･DVD 放映･･･
第二部／KIBOTCHA（キボッチャ）での
「ユース・コンボケーション」
報告 YMCA 専門学校 杉山寿大
第三部／3・11 大震災を振り返る
フリートーク。
の三部構成で、ＹＭＣＡからは加納スタッフ、
北川スタッフ、専門学校生：杉山寿大君、専
門学校生：廣 洋佑君、北クラブ：義村小夜子
さん、札幌クラブは全員参加で行われました。

写真上： ８月の例会の会場は豊平館（ホーヘイカ
ン）でした。豊平館は 1980 年（明治 13 年）、日本最初
の（？）完全洋式ホテルとして建てられ、最初の客は
明治天皇でした。以来、聖跡としてまつり上げられた
り、軍部やアメリカ進駐軍に接収されたり、数奇な運
命をたどってきました。今は文明開化時代に開拓使
によって建てられた現存ずる数少ない建物として「重
要文化財」に指定され、主に結婚式場やコンサートホ
ールとして市民にも利用されています。

第一部は DVD を放映後、伏木会長よりその経
過とアジア大会での込められた思いの説明が
ありました。 第二部は杉山君のユース報告
です。慣れない英語を使ったユース同士）参
加者各自の震災に関しての思いを話し合いま
した。
（記録：柴田伸俊）

写真上： YMCA 英語・コミュニケイション
専門ミュニケイション専門学校の杉山寿大
君。パワーポイントを駆使して世界各国から
集まった仲間たちと過ごした 4 日間の貴重な
体験を熱く語ってくれました。

写真上：
DVD でテイラー・ア
ンダーソン物語」を観
ています。金屏風の前
での例会という貴重な
写真です。
写真左：
前列左から、
中田，義村、杉山
伏木、廣
後列左から、
柴田、宮﨑、秋葉、
小野、安田、北田

札幌ワイズメンズクラブ
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ＹＭＣＡのページ

ＹＭＣＡニュース

担当主事

北川 佳治

① 夏期特別プログラム終了（報告）
今夏のプログラムも札幌、北見、帯広の各ブランチで約
1,500 人の子どもたちが、北海道 YMCA のサマープログラ
ムに参加しました。キャンプを始め、水泳、体操などのス
ポーツ、そして学びと体験のサマースクールなど、
子ども達のたくさんの笑顔と成長が見られた夏となりました。
（写真右 チミケップキャンプ ～中高生国際キャンプ～）
② 厚真町の子ども達を YMCA キャンプへ招待（報告）
昨年の北海道胆振東部地震で被災された厚真町の子ども達 24 名を今年の YMCA キャンプ（日高）に招待
し、札幌や各地の参加者とともに 2 泊 3 日を過ごしました。テント
泊から野外炊飯、沙流川でのボディラフティング、ドラム缶風呂、
YMCA 伝統のキャンプファイヤーなど盛りだくさんのアクティブキ
ャンプでした。はじめは不安だった子ども達も、すぐさま笑顔が溢
れだし、3 日間が一瞬で過ぎ去ったようでした。皆最終日を惜しみ
つつも、来年にまた会えることに期待を募らせお別れをしました。
（写真右： 大人気のドラム缶風呂）
③ 専門学校国際活動報告会
この夏にＹＭＣＡのプログラムを通して日本を離れ活躍した札幌 YMCA 専門学校の学生たちの活動報告会
が以下の日程で行われます。報告予定者は、カナダ留学で語学を学んできた学生と、ベトナムワークキャン
プに参加した学生となります。
日時：10 月 3 日（木）15 時 10 分～16 時 50 分

場所：札幌ＹＭＣＡ内教室

④YMCAバザー（予告）
来る１０月１３日（日）にYMCA国際協力バザーが行われます。昨年は、北海道胆振東部地震の影響によ
り12月のクリスマスバザーに変更し、規模を縮小して行いましたが、今年は例年通りの日程と規模で行う準
備を進めております。 例年ご好評を頂いている即売コーナーを始め、ビンゴ大会、ゲームコーナーなどで
使用する寄贈品を集めております。ご家庭で使わなくなっている物がありましたら、是非ご寄贈くださいま
すようお願い申し上げます。
≪ご寄贈頂きたい物≫
★商品券・ギフト券・洗剤・贈答品・家庭雑貨・
タオル類・寝具類等
★食料品・調味料・お米・砂糖・お菓子等
★古本・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームソフト等（※）
※売れ残った場合も中古品買取店に持っていき、
その販売額をバザーの収入にすることができます。
★社名入りや販売促進用の商品でも結構です。
巻頭言 執筆予定

聖句 執筆予定
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