安

2020 年 9 月

THE Y’S MEN’S CLUB OF SAPPORO

c/o YMCA
MINAMI 11 NISHI 11
CUO-KU SAPPORO
〒064-0811
011(YMCA561)5217

ユース

The Service Club of YMCA
The International Association of Y’s Men’s Clubs

國際会長
アジア会長
東日本区理事
北海道部部長

―

主

題

―

（ＳＴＥＰ，ＹＥＥＰ，ＹＩＡ）

J a c o b K r i s t e n s e n（ デ ン マ ー ク ）
David Lua （シンガポール）
板村 哲也 (武蔵野多摩）
中村 義春（北見）
札幌クラブ役員
会長
宮﨑 善昭
宮﨑 善昭（札幌）
書記
柴田 伸俊
会計
秋葉 聡志
直前会長
伏木 康
今月のことば

「Values, Extension and Leadesrship」
「変化をもたらそう」
「変化を楽しもう」
「心を高めめよう！
ワイズダムの繋がりを友情の輪に～」
札幌クラブ会長「楽しみを持って、喜びを持って」

選んだ
「健康で強い体があれば毎日喜んで働く

フレデリック・フランソワ・ショパン

COVID 感 染 拡 大 抑 制 を 目 指 し た 国 際 協 力
全世界を席巻している新型コ
ロナウイルス（COVID-19）の感
染は、我々の生活や仕事に様々
な影響を及ぼしています。私が
生業としている国際協力の仕事
も、この 3 月にブルキナファソ
でのプロジェクトが終わり帰国
してから、別な案件で海外出張
に行くことはもちろん、国内に
おいても基本的にメールやオン
ライン会議ツールでの打合せ、会社も今は出社せずに
在宅勤務が基本、というように仕事を取り巻く環境は
激変しました。この 20 年近くの間、これだけ海外に
出ず日本にいるのは初めてす。
私のフィールドであるアフリカ各国は、南アフリカ
のようなパンデミックには達していないものの、依然
として感染抑制の兆しは見えません。一時期は日本で
は考えられないような厳しいロックダウンを行って
おり住民の皆さんは非常に苦しい生活を強いられて
いましたが、最近では制限がどんどん解かれてきてお
り、
「with コロナ」の日常になってきているようです。
が少しでもハッピーで暮らしていけるようなお手伝
いをこれからも続けていきたいと考えている今日此
の頃です。
これまでは外交関係や協力関係者などの一部の人
が国連機のみでの入国を許可されてきたのが、コマー
シャルフライトも少しずつ増えてきており、国内外の
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人の動きも少しずつ認められてきたようです。とはい
え、出入国時の PCR 検査証明や 2 週間の自宅待機など
の措置はどこの国でも取られているので、日本の国際
協力事業も日本人が現場に入って活動を、とはいかな
いのが実情です。
そのような厳しい状況ではあり一時期案件自体が
止まってしまう事態になってしまいましたが、色々な
アイデアを出し合いながら、現在動いているプロジェ
クトにおいてできる様々な COVID-19 対策支援に取り
組むと共に、新しいプロジェクトを立ち上げ始めてい
ます。水衛生セクターについていえば、ロックダウン
や各国政府の国民支援としての水道料金の支払い免
除などにより、予算が逼迫した水道事業体に対する消
毒用の塩素剤を調達支援や、マスクや手洗い道具、オ
ンラインで活動を継続するための機材などの支援。ま
た、コロナウイルスの感染を防ぐためには手洗いなど
の衛生習慣を改善することが効果的な対策の第一歩
になりますので、オール JICA で手洗い普及のための
キャンペーンを開始する予定です。微力ながら我々の
プロジェクトで作成した衛生啓発教材などの情報共
有やアイデア出しを行っているところです。 物理的
に海外の現場に行けないなどの制約がある中で、これ
までに持ってきた経験や知見を引き出しながら、日本
側だけでなく相手国の人たちと色々なアイデアを出
し合って、コロナウイルスに負けない、人々が少しで
もハッピーで暮らしていけるようなお手伝いをこれ
からも続けていきたいと考えている今日此の頃です。
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札幌ワイズメンズクラブ

クラブのページ
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日時：

2020 年 9 月 15 日(火) 18:30～20:30

場所：

北海道ＹＭＣＡ 101 教室
札幌市中央区南 11 条西 11 丁目
電話 011-561-5217

会費：

1,000 円
プログラム：
司会

柴田 伸俊

会長

宮﨑 善昭

⓵

開会点鐘

⓶

ワイズソング・ワイズの信条 全

③

今月のことば

④

誕生日

⑤

結婚記念日

⑥
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札幌ワイズメンズクラブ ８月
日時： 2020 年 8 月 18 日（金）18:30～20:30
場所： 北海道 YMCA 101 教室
出席者：秋葉、小野、北川、柴田、中田、伏木、
宮﨑
宮﨑会長より、会長主題「楽しみを持って、喜
びを持って」ＹＭＣＡ運動を共に推進しよう。と
いうお話がありました。札幌クラブの活動の「社
会には奉仕第一を旨とする」の基本はＹＭＣＡの
社会奉仕活動に参加する青少年を支援していくこ
とをもって実現化していこうとするものであるこ
j
とへの再確認がありました。

員

安田 文子

9月8日

秋場 聡志

なし

「クライミングの歴史と発展」

～実践と解説～
おおごし はじめ

大越

創

さん

ウエルネスセンター職員
⑦

諸報告

⑧

ＹＭＣＡ報告

⑨

今月の歌

札幌ワイズメンズクラブ ７月事務
各担当者
担当主事 北川佳治

（中田靖泰選）
閉会点鐘 会長 宮﨑

場所： 北海道 YMCA 会議室
出席者： 秋葉、柴田、中田、宮﨑
１．9 月例会・事務会
日程：9 月 15 日（火）18:30-20:30
卓話：（候補者）大越創「クライミングの魅力」
以後の卓話の候補者

虹と雪の
バラード
⑩

日時： 2020 年 8 月 25 日（金）19：00～20：00

善昭

安田 文子
ショパンは生涯を通じて病気に
苦しんでいましたが、39 年の短い
生涯に素晴らしい作品をたくさん
残してくれました。このコロナ禍で
思うように働くことができない状
況ですが、ショパンが病気に悩まさ
れながらも、その強い精神で乗り越
えてきたことは私たちに勇気を与
えてくれます。ショパンが音楽の喜
びを与えてくれたことに感謝の念
がつきません。

① 中田千鶴の入居施設の（戦争を語る若者）
② 9 月実施予定の文科省補助事業厚真リフレッシ
ュキャンプ報告 担当スタッフ・ユースリーダー
③ 前東日本区理事山田メンを招いての例会企画
検討（合同例会か）
・９月事務会：9 月 29 日（火）19:00
３．会員増強候補者：高村茂夫（新評議員・元リー
ダー）
、渡部大輔（新ウエル委員・元リーダー）
やすだ 守屋伸 （高等支援学校教師・元リーダー）
※一度卓話の機会を作り、入会を勧める。
４．10 月例会 10 月 20 日 事務会 10 月 27 日
５．チャリティパークゴルフ
9 月 20 日（日）午前に変更 八剣山 PG
チャリティラン 形式を変えて実施 ゼッケン
を購入してもらい 一定期間内に各自チャレンジ
する形式 9 月 27 日頃より （日程は後に変更）
６．バザー 10 月 25 日（日）に変更 可能なやり
方で検討中。
~以上～
以上

札幌ワイズンズクラブ
メ
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卓話のページ

卓話のページ
2020 年 8 月
楽しみを持って、喜びを持って
運動体（ムーブメント）

p.4札幌クラブ会長

宮﨑善昭

えてみたいと思います。スピリット（精神）、マインド

としてのＹＭＣＡは、いつ （知性）
、ボディ（身体）のバランスの取れた発達と中
の時代も日々新たになって

心にある普遍的価値観（ヨハネ 17 章 21 節：すべての

時代に沿った新たな、特に 人が一つになるように）は何を表しているのでしょう
人間関係的課題解決を図ろ か？
うとしています。また、北

それは、人間が人々の間で平和に生きることこそが

海道ＹＭＣＡは創立以来、

「幸福」であり、神が創造した通りの「極めて良し」

常に青少年と共に歩もうと

とする神の望む（計画した）生き方であるという価値

力を注いでました。

観や信仰を世に広めることではないでしょうか。

人

現在の青少年の持つ課題は実に多様化してますが、 間が「幸福」に生きるための運動＝ＹＭＣＡ運動とい
物質的に充足している分、人間関係が希薄になって、
自己疎外（自己否定）も起こしています。

うことができます。ワイズメンズクラブは、この価値

全ての他 観を理解しＹＭＣＡと共に歩んでいかなければなりま

者との間に和解と平和を作り出していくことが、「幸 せん。
福」に繋がり人生にとっての大きな目標であることを

さて、現代日本の青少年の人間的傾向は、どうなっ

青少年に伝えていくことを是としているＹＭＣＡと共 ているのでしょうか？４ページ右欄の内閣府が 2013
に歩むことは、ワイズメンズクラブにとっても大変に

年に日韓英米独仏スエーデンの 7 カ国の 13～29 歳の青

重要な目標になるのではないかと考えています。
「大人 少年を対象にして行った意識調査を御覧下さい。自己
が真剣に且つ、楽しみながら他者に仕えることでかも 肯定感が低く、物事に積極的に関わらず、家族に愛さ
し出される平和の姿を子どもたちに見せること」がそ

れていても充実感がなく、友人、学校、職場に対して

の第一歩ではないかと思います。

不満を持っている、という青年像が浮かびあがってき

ワイズメンもまた、日々新たな者として決して四角 ます。
御覧下さい。
四面な真面目さではなく、楽しみながら「義務を果た
この様な青年たちにＹＭＣＡ運動は何を提供できる
して尚、権利を主張しない」更に高次元の生き方を試

でしょうか？

様々な試みがなされましたが、ＹＭＣ

みてみるのもまた、自己研鑽になるのではないでしょ Ａ運動を表す言葉として、２０００年に全米ＹＭＣＡ
うか？（マタイ：４０～４２）

が８００（日本は３５）のＹＭＣＡからＹＭＣＡの目

また、義務とは何かを再確認する作業も大切なので 指すものの標語を募集し、それらをまとめてキャラク
はないでしょうか？

義務というと、税金を払う、法

ター・ディベロプメントという考えを現しました。社

律を守るくらいしか頭に浮かびませんが、正しい決定

会生活を豊かに送るために必要な四つの価値観を発表

を行なう義務、ルールを守る義務、嘘をつかない義務、 しました。それは「尊敬心」、「誠実心（正直）」「気遣
親には子どもを経済的に養う義務、国家は、全ての国

い（やさしいごころ）」「責任感」の領域を各々が価値

民を守る義務があります。そして、全ての大人には、 観として身につけることです。このような価値観を持
子どもの権利を守る義務があります。

つ者が社会を形成したときをイメージしたものが、ポ

ワイズメンズクラブは社会奉仕団体か個人研鑽団体 ジティブネットです。
かという問いを発しておられました。ライオンズクラ

自らを、新たな者としてＹＭ

ＣＡと共に歩むには、このポジティブネットの理解が

ブは社会奉仕団体、ロータリークラブは個人研鑽団体 ワイズメンズクラブには必要と思います。
と分類できます。私は、どちらかと言うとＹＭＣＡ運
動は後者（ロータリー型）ではないかと思っています。
つまり、ある精神と価値観を持つ人々が集まって世界
を変えていく、そのために連綿と（何百年も）ＹＭＣ
Ａ運動を持続していくと考えるタイプです。
ＹＭＣＡと共に歩むためには、ＹＭＣＡ運動の精神
や目的を再確認しなければならないと思います。ＹＭ
ＣＡの逆正三角形にこめられている意味をもう一度考

YMCA のページ

札幌ワイズメンズクラブ
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①北海道胆振東部地震被災児童対象キャンプ

2020 年 9 月号 p.4

日本の現代の青少年の意識は？
（3 ページの宮﨑善昭氏の卓話の基礎資料です。）

8 月の黒松内キャンプ、道民の森キャンプを皮切り

2013 年内閣府の調査による

に文部科学省委託事業「子供たちの心身の健全な発達

7 カ国（日韓米英独仏スエーデン）

のための子供の自然体験活動推進事業」が札幌ブラン

青少年の意識調査における日本の位置：

チでも開始しております。今回は第 2 弾として、2018

１． 自己肯定感

年 9 月の北海道胆振東部地震被災児童を対象に、9 月

① 自分に満足している

４５．８％ 最低

21 日～22 日の 1 泊 2 日、登別にて自然体験活動を実

② 自は長所がある

６８．９％ 最低

施します。

２、意欲

また、現在オールジャパン YMCA で取り組んでい

① 有望でないないことにも意欲的に取り組む

５２．２％ 最低

る、
「YMCA 自然が子どもを元気にするプロジェクト」

② つまらない、やる気がでないと感じる

７６．９％ 最高

としても、北海道 YMCA は、今後もこの北海道の各

0３、心の状態

憂鬱だと感じた

７７．９％ 最

地域に寄り添い活動を行っていきます。

高

【北海道特設サイト】
QR コード
②チャリティーパークゴルフ
今年度のチャリティーパークゴルフは、以下の日程
で行います。

４、 社会規範
①いかなる理由があってもいじめをしない ８５．６％ ほぼ同じ
⓶如何なる理由があっても約束は守る

７６．２％ 多少劣る

⓷困っている日を見たら助ける

７４．０％ ほぼ同じ

④他人に迷惑でなければ何をしても良い

４１．７％ 他国の半分

５、将来に対するイメージ

日程 10 月 18 日（日） 午前

① 将来への希望

会場 八剣山パークゴルフ場

② ４０歳になったとき幸せになっている ６６．２％ 最低

問い合わせ・申し込み
札幌 YMCA 受付まで
（011‐561‐5217）

６１．６％ 最低

６、 家 族 ・家 庭 生 活
①親から愛されている・大切にされている ８３．８％ 同じ
②家族といるときの充実感
① 友人関係の満足度

７、友人

６７．３％ 最低
６４．１％ 最低

８、自国に対する意識
① 自国人であることを誇りに思う
③札幌 YMCA バザー
今年度のバザーは新型コロナウイルス感染拡大防
止対策を講じつつ行いますので、例年と日程・形式
が異なります。詳細が決まりましたら改めてお知ら
せ致します。
日程 10 月 25 日（日） 午後

② 自国のために役に立ちたい
① 学校生活の満足度

９、学校
10、職場

職場の満足度

７０．４％ ３位（）
５４．５％ 最高
６９．９％ 最低
４６．１％ 最低

11、結婚・育児
① 早く結婚して家族をもちたい ４５．８％ ２位（１位は韓国）
② ４０歳になった時のイメージ
いる）

会場 札幌 YMCA

（結婚して

６５。０％ ６位（ドイツと同じ）

ワイズの信条
１
２
３
４
５

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。
世界的視野を持って、
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。

