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今月の聖句

主人は言った。
「忠実な良い僕だ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを
管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。」

A rolling stone gather no moss.

マタイによる福音書２５章２３節

転石是か非か?

アメ リカの大学院 時代の
転石 是か非か？ 中田 靖泰
親しい友人がいました。
IT 関
アメリカの友人に暫くぶりに会いました。この男の
連の仕事をしていて切れる
特徴は会う度に仕事が変わっているということです。
「また、変わったのか？」男でした。彼が何年かおきに
と訊くと、
「A rolling stone
日本に来た時、あるいは私が
gathers no moss.」と言って涼しい顔をしています。
アメリカに行った時、必ず会
日本語に訳すと「転がっている石には苔ははえない＝
う友人でいた。この男の特徴
転石苔むさず」という意味です。この諺は元来イギリ
は会う度に仕事が換ってい
スの諺で「仕事や住所や考え方を簡単に変える人間は
るということでした。
「また、
人に信用されず、大成しない」という意味でした。日
換わったのか？」と訊くと、
本の「石の上にも三年」と同じように忍耐、努力を説
「A
rolling
stone
gathers
no moss.」と言って涼し
く諺だったのです。しかし、この諺が新しい移民の国
い顔をしていたものです。
アメリカに渡ると全く正反対の意味になります。「苔
日本語に訳すと「転がっている石には苔ははえない
が生えない石」は活力に満ちピカピカと光り輝く成功
＝転石苔むさず」という意味です。この言葉は元来イ
の象徴なのです。アメリカでは、動かず耐えて待って
ギリスの諺で「仕事や住所や考え方を簡単に変える人
いては成功はできません。行動すること、変化するこ
間は人に信用されず、大成しない」という意味でした。
とが美徳となります。動き、転がり、常に新鮮で光り
日本の「石の上にも三年」と同じように忍耐、努力を
輝いていることは能力の証明なのです。
説く諺だったのです。しかし、この諺が新しい移民の
同じ諺が国や時代により違う意味で使われること
国アメリカに渡ると全く正反対の意味になります。
は珍しくありません。例えば、「情けは人のためなら
「苔が生えていない石」は活力に満ちピカピカと光
ず」は元来「情けは他人のためにするのではない。ま
り輝く成功の象徴なのです。アメリカでは、動かず耐
わりまわっていずれは自分に返ってくる」という意味
えて待っていては成功はできません。行動すること、
なのですが、今では「情けは（その人のために）なら
変化することが美徳となります。動き、転がり、常に
ない」と考えて、「安易に人に情けをかけるべきでは
新鮮で光り輝いていることは能力の証明なのです。
ない」という意味に使う人が多くなったという事です。
同じ諺が国や時代により違う意味で使われること
その他、「マゴにも衣裳」とお孫さんに服を買ってあ
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。
２０２０年１０例会
出席報告

在籍会員

宮崎善昭選

中田靖泰

回り回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「人に情けをかけることは、その
人を甘やかすことになり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たという事です。
選んだ
その他、「マゴにも衣裳」とお孫さんに服を買って
あげるおじいちゃん、おばあちゃんもいます。（これ
は意味が変わったのではなく、単なる間違いです。孫
ではなく「馬子」ですから。）
「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。
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」という諺は、「なにかしていれば意外な
いいことに出会うことがある」とポジティブな意味で覚
えていました。でも後に、この諺には「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」という戒めの諺で使われる
こともあるのだということを知りびっくりしました。

いずれ、「情け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。石は転がる方がいいのでし
ょうか。3 年苔が生えるまでじっと我慢する方がいい
のでしょうか？イギリス式「我慢の教え」は安定した
平和な時代には相応しいが、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。
ちょっと寂しい気持ちになります。

８名
例会出席 ６名
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出席率
７５％

札幌ワイズンズクラブ
/
卓話のページ

2020 年 11 月号 p. 2

クラブのページ
2020 年 8 月 p.4

札幌ワイズメンズクラブ 10 月

日時：

2020 年 10 月 20 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

⓵

開会点鐘

会長

宮﨑 善昭

⓶

ワイズソング・ワイズの信条 全

③

今月のことば

柴田

伸俊

④

誕生日

柴田

伸俊

⑤

結婚記念日

⑥

卓話

１０月１７日

員

なし

札幌ワイズメンズクラブ 10 月事務

「キリスト教と環境と経済」

押谷

一様

酪農学園大学教授
⑦ 諸報告

各担当者

⑧ ＹＭＣＡ報告

担当主事

北川 佳治

⑨ 今月の歌

「森に行きましょう
娘さん」
（安田文子選）

⑩

閉会点鐘
会長 宮﨑

宮﨑

善昭

善昭

人間に与えられている能力は実にちっぽけで様々
なものだと思います。いろんな集団の中で自分の能力
を試し、客観的に自力を知り、先ずそれを人との間で
生かすことが自分に忠実なことであり、そこからさら
に大きな力が与えられるのではないかという希望が
生まれると思います。

・

そして、外部から受ける喜びには大いに勇気づけら
れものです。

日時
2020 年 10 月 20 日(火) 18:30～20：30
場所
北海道ＹＭＣＡ101 号室
出席者 秋葉、北川、伏木、中田、柴田、宮﨑
会員 10 分間スピーチを行った。教会の社会活
動、日ごろ思うこと、地域社会の少年問題、コ
ロナ禍の中小企業、ＹＭＣＡブランディング、
最近の気付きなど、
各人の思うところ
のスピーチをした。
j
15 分話す人、48 分
の人もいて平均 10
分間の興味深いお
話であった。

１ ,11 月例会内容
日程: 11 月 17 日(火)
卓話: 押谷一氏「資源再利用」
酪農学園大学教授・北一条教会執事）宮﨑会長打診
※次回以降候補: 12 月松田医師
12 月 16 日 武蔵新理事長
２．事務会: 11 月 24 日
３.1 月合同例会
日程: 1 月 10 日(日)17:00～19:00
会場: ①ホテル案 ポールスター、オークラ、
すみれ ②YＭCA
会費: 6000 円程度
内容: 会食、講演（武蔵理事長）
４.その他・ YMCA 行事関係
会員大会 11 月 3 日 オンライン実施
ラッコ・マンボウ水泳発表会 中止
室内サッカー大会 未定
ワイズベル杯水泳発表会 未定
会計報告
北海道部費送金済み
会員増強・卓話リソース
古谷勝氏 ショコラティエマサール
クリスチャン ICU 卒業
中和石油 杉澤氏
卓話者紹介
押谷 一 （はじめ）様
酪農学園大学教授
経済学博士（地球環境科学・北海道大学）
▼専攻分野： 資源利用学
限られた資源を有効に利用して持続
可能な循環型社会を形成する。
▼役職： 北海道都市地域学会副会長
▼受賞： 日本計画業行政学会計画賞受賞
その他、役職、受賞、著書、論文多数
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2020 年秋のチャリティ・イベント」
8 月 p.4
２０２０年「札幌ＹＭＣＡ
10 月 25 日（日）、例年なら「ＹＭＣＡバザー」で
札幌ワイズメンズクラブは自慢の「ライスカレー」
「コ
ーヒー」「朝漬け胡瓜」で腕を振るっているはずなの
ですが、今年はコロナ感染防止のため、食品系は自粛
閉店することになりました。札幌クラブはＹＭＣＡ入
り口でコーヒーの無料サービスを行いました。また、
アミノバイタルゼリー10 個を半値以下の 500 円で販
売したり、国際協力募金に献金を呼び掛けました。
左の写真： 左から、宮崎会長、柴田、中田、小野、
秋葉、秋葉メネット

ＹＭＣＡも様々な工夫を
凝らした「イベントを行い、
目標の 12 万円を上回る 16 万
円を国際協力事業のために
得ることが出来ました。
p.6 のイベント会計報告も
ご覧ください。
写真右上： 体育館では「フ
ァミリーヨガ」
多くの家族が親子で
ヨガを楽しんでいます。こん
なヨガもあるんです。
左上の遠景では、お父さん
と息子がウオールクライミ
ングで競い合っています。
写真左上 2 枚：
水泳の個人指導です。
左下から 2 枚目：
段ボール箱での「かまく
ら」つくり。最後に「かまく
ら」を壊したところです。
左下：
例年通り盛り上がったビ
ンゴ会場。一番の稼ぎ頭。
右下から 2 枚目：
コーヒー無料サーブスで
頑張る小野会員。インスタン
トではなく本物のドリップ
コーヒーです。右奥は宮﨑会
長。
右下：
ベトナムグッズなどの販
売も行いました。
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コロナの中の今、札幌ワイズメンズ会員の想い・願い
を持って
札幌クラブ会長 宮﨑善昭

『みつかる。つながる。よくなっていく。』

表題の言葉は、全国の
YMCA で、
『み・つ・よ』の
愛称で親しまれている
YMCA スローガンです。今
回は先日生まれた『み・つ・
よ』エピソードをお話しし
ます。
お話しは、ウエルネスプ
ログラムの幼児サッカーについてとなります。
初回クラス、待ちに待った 18 名の子どもたちが満
面の笑みでグラウンドに現れました。クラス対象は
年中・年長となっており、年長のメンバーの大半は
昨年もクラスに通っていた子ども達です。「リーダ
ー、やっほー！」、「やっと、サッカーができる！」
嬉しそうな声があちこちから聞こえてきました。そ
の声に応答するのは、2 名のリーダーでした（経験リ
ーダーと 1 年目の新人リーダー）
初回から子どももリーダーもフルスロットルで動
き回りました。コロナ禍で誰もが運動不足になりが
ちな日常に、刺激の強い 1 日が増えた感じとなりま
した。
毎週のクラスが子どもにとっても、リーダーにと
っても素敵な日々となりました。しかし、北海道の
屋外シーズンがあっという間に過ぎ、10 月下旬、早々
と最終日を迎えました。
そして、最後のお別れの際、経験リーダーが保護
者に挨拶を、新人リーダーが少し離れた場所で子ど
も達に最後のお別れを行いました。すると、子ども
達が皆ワンワン泣いてきたのです。理由を聞くと「リ
ーダーとお別れするのが寂しい。
」
、
「もっとリーダー
とサッカーがやりたかった。
」と言ったのです。
その時感じたのが、新人リーダーの日々の言動で
す。彼はサッカー経験者ですが、指導者としては、
これからという人材です。ですが、彼は、子ども達
一人ひとりを思い、子ども達一人ひとりにサッカー
を楽しんでもらい、成長してほしい、という強い願
いをもっていました。この件は、おそらくその思い
が子ども達に伝わったのだと思います。そして、彼
自身も子どもから多くの経験を貰ったのだと思いま
す。
子どももリーダーも互いに、良き機会が見つかり、
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１． Do They Know
It’s Christmas?
1984 年にエチオピアで起
こった飢餓を受け、イギリ
スとアイルランドのロッ
ク・ポップス界のスターが
集まってバンド・エイドが
結成され、歌われたチャリ
ティソングです。 同じこ
ろ WHAM!（ワム）の LAST CHRISTMAS が流行っ
ていましたが、ジョージマイケルも参加しています。
これに触発されてアメリカでは USA FOR AFRICA
が結成され、WE ARE THE WORLD という歌が生ま
れたようです。
今年は貧困の問題が取り上げられる機会が増え、
コロナウイルスの影響でいつものようにクリスマス
を迎えることのできない人が多いと思います。 こ
の曲を聴きながら今支援すべき They に思いを寄せ
たいと思います。
♪It's Christmas time
There's no need to be afraid at Christmas time
We let in light and we banish shade.
2. 讃美歌 111
同じころでしょうか、日本では山下達郎のクリス
マスイブが流行っていました。Seasons’s Greetings
という彼のアルバムにクリスマスイブの英語バージ
ョンを含む多くのクリスマスソングが入っていま
す。 例年クリスマスが近くなるとこの CD を取り
出します。 以前、クリスマス礼拝に参加した際、
最後に歌われた O Come All Ye Faithful という讃美
歌が印象的でした。 後日、その曲が山下達郎のア
ルバムにも収録されていたのに気づき、この CD を
聴く機会が増えました。
♬ 神の御子は今宵しも/ ベツレヘムに生まれたもう
いざや友よ、もろともに いそぎ行きて拝まずや
世代によってお気に入りのクリスクスソングは異
なると思います。
昨年から、YMCA のクリスマス行事がなくなり、
今年のクリスマスも、大勢集まってキャンドルサー
ビスという訳にはいきません。

良き相手と繋がり、良き経験をもてた、という、こ
のクラスでの出来事は正に『み・つ・よ』だと感じ
ました。

皆さんそれぞれお気に入りの歌でコロナ禍の年
末を過ごしましょう。
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コロナの中の今、札幌ワイズメンズ会員の想い・願い
を持って
札幌クラブ会長 JICA
宮﨑善昭
に学ぶ Y
事３題

１．トランプの自信
彼の自信は、宗教的バックグラ
ンドがあるといわれている。プロ
テスタント長老派の教会に所属し
ている。長老派はカルヴァン神学
で予定説がある。神様は、予め救
済する人間を選んでいて与えられ
たこの世における職業（仕事）を
全うし、成功している事実は救済
される証しだと信じているという
のである。選ばれている人間は守
られているので途方もないことを言おうが、理不尽なこと
を言おうが救われる。人間の評価は取るに足りないという
信念である。信念を持ちそれに生きることは素晴らしいこ
とだと思うが、信念の内容も吟味されるべきか。
２．脅迫メール
10 月 12 日、江別市の市役所と教育機関に危害を加える
という脅迫メールが来て戦々恐々となった。休園や午前保
育、降園時間を早めるなど対策を講じた園も多い中、私の
園は、通常通りで保護者に脅迫の事実を伝え、家庭の判断
も加えて自主登園とした。家庭と二人三脚で子どもを育む
ということは、施設だけがすべてを請け負うのではなく、
家庭の考えや判断を尊重しつつバランスを取っていくこと
であると考えさせられた。
３． いのちの電話
相談員（ボランティア）が、自宅から施設に通うのに公
共交通機関を利用している為、活動できる相談員が一時半
減し 365 日、24 時間の対応が困難になりかけたが、現在は
少し緩和されました。コロナ禍で自殺する人が増加し、俳
優の自殺も手伝って特に女性の自殺者が増加する傾向があ
るそうです。メディアで自殺が取り上げられたことで、い
のちの電話のことも知られるようになり、クラウドファン
ディングなどで資金が２００万円以上も集まりました。

新型コロナウイルス
の感染拡大を予防する
ためには、適切なタイミ
ングと正しい方法で手
洗いをすることがとて
も重要です。手洗いはは
じめとする衛生的な行
動が定着することで、新
型コロナウイルスのみ
ならず、感染症の予防や
健康的な生活にもつな
がります。
そのため、国際協力機構（JICA）さんでは、
この秋から「JICA 健康と命のための手洗い運動」
を始めました。
世界中の JICA 協力事業の現場で、
手洗い設備の普及や衛生啓発活動を組み込んで
いき、それぞれの国で啓発キャンペーンを進めて
いこうというものです。また、手洗いや衛生行動
を改善していくために、どのような方法があるの
か、事例や知識、ツールなどを広く共有して、色々
な議論を深めていこうと「JICA 健康と命のため
の手洗い運動プラットフォーム」も設立されまし
た。
私も色々な国で手洗い普及をはじめとする衛
生啓発や学校児童への衛生教育などを行ってき
た経験が少しでも生かせればと、このプラットフ
ォームに参加しています。
下の JICA さんの URL に詳しい情報が掲載さ
れていますので、興味のある方は是非一度ご覧く
ださい。
www.jica.go.jp/activities/issues/water/handwas
hing/index.html

★★★ 「豊平教会」の中に「とよひら食堂」が！ ★★★
私の所属する日本キリスト教会札幌豊平教会は、北星女子中学・高等学校の前身であ
る「スミス女学校」の創立者で女性宣教師のサラ・C・スミスが豊平川河畔のスラム街
の子どもたちのために始めた日曜学校がルーツとなっています。
札幌豊平教会では、2017 年 4 月から、主に路上生活者や生活困窮者のための食事提供
活動「とよひら食堂」を始めました。それ以前から天使大学栄養学科の学生さんとコラボ
した子どものための「天使食堂」や地域の子どもやお年寄りのための「朝ごはん食堂」を
月 1 回ペースで実施してきました。その活動を知っていたカトリック北一条教会から、路
上生活者のために行っていた食事提供活動が縮小になるため、豊平教会でやってもらえな
いかと声をかけられたことがきっかけでした。当初は、天使食堂、朝ごはん食堂で手いっ
ぱいで、一度は教会役員会では実施を断ることにしましたが、その後ともに担ってくださ
る地域のボランティアが与えられ、教会と地域の有志が協働する活動として、急きょ実施
することになりました。
それから、4 年目になり、今年はコロナ禍の影響で、食堂は閉鎖していますが、弁当配布に切り替え、週 1 回
の食事の提供を休みなく続けています。食材は期限切れ間近の食材等をフードバンクや連携企業から頂き、フー
ドロスを減らす取り組みにもなっています。この活動も様々なメディアがニュースとして取り上げてくれ、現在
では他教派の 2 教会と連携しながら、留学生や外国人在住者への弁当配布にも広がっています。
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① 札幌 YMCA 秋のチャリティーイベント報告
2019 年 8 月号 p. 3
去る 10 月 25 日に開催しました「秋のチャリティ
ーイベント」のご報告を以下の通り致します。新型
コロナウイルスの影響で、会員皆様と創り上げる例
年のバザーが開催できなかった分、創意工夫を凝ら
しスタッフ主体での行事としました。ご協力・ご賛
同頂きました皆様には心より感謝申し上げます。
■全体収入 164,027 円（目標 120,000 円）
【内訳】
①札幌ワイズメンズクラブ
6,837 円
（募金呼び掛け・物品販売・コーヒー※）
※コーヒーは、サービス提供。
②親子でクライミング＆ヨガ
24,000 円
③プライベートスイミングレッスン
66,000 円
④ダンボールでかまくら作り
8,400 円
⑤ベトナムグッズ・ジュース等
27,350 円
⑥手芸・雑貨品
5,350 円
⑦ビンゴ大会
26,090 円
② 第 25 回北海道 YMCA
インターナショナル・チャリティーラン 2020 報告
去る 10 月 17 日～10 月 25 日の期間で表題のイベ
ントが開催され、約 70 名のご参加と 121,365 円のチ
ャリティーとなりました。ご参加・ご協力いただき
ました皆様には心よりお礼申し上げます。
今年は、他のイベント同様、新型コロナウイルス
の影響で、通常一堂に集まり皆で走るスタイルを、
今年度は個人型の参加並びに写真投稿というスタイ
ルにて取り組みました。初の試みではありましたが、
特に例年に無い個別（自撮り）写真がとても素敵な
ものが多く寄せられ、集まることができなかった寂
しさがどこかへ飛んでい
く気持ちになりました。
投稿写真が一覧できる北
海道 YMCA チャリティー
ラン公式 Facebook の QR
コードを載せますので、
是非ご覧ください。
③ 北海道 YMCA 会員大会報告
去る 11 月 3 日（祝）に北海道 YMCA 会員大会が
行われました。新型コロナウイルス対策として、初
めてのリモート開催とし、札幌・北見・とかち帯広
を WEB で繋ぎ、また、開催場所の札幌の会員もリモ
ート参加を可能と致しました。
内容としても時短のスケジュールを組みました
が、以下 4 部構成にて執り行いました。
①開会礼拝（奨励：大町信也さん＜日本聖公会北海
道教区札幌キリスト教会司祭＞）
、②事業報告、③会
員表彰、④講演（SDGs に関して：金子正美さん＜
酪農学園大学・RCE 道央圏協議会会長＞）
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北海道部第１回の全会員交流会が開かれます。コロ
ナ蔓延防止のため殆どの対面会合が中止・延期にな
りクラブ間の連絡・交流も薄れがちです。積極的に
参加しましょう。
▼ 日時： 2020 年 11 月 13 日（金）
午後 7 時 30 分～午後 9 時 30 分
▼ 開催方法： ビデオ会議システム Zoom
による
▼ ウエブ会議（ワールドカフェ方式）
▼ 参集範囲 北海道部各クラブメンバー全員
▼ テーマ 「コロナの今 これからのワイズ」
▼ ミーティング ID: 815 3134 1645
▼ パスコード: 216985
第 1 回全会員交流会の URL
↑このリンクをクリックしてもらうと一発で入室で
きます。
ワールドカフェでのエチケット：
① 人が発言しているときは静かに耳を
傾けましょう。
② 相手の意見は大切なものとして尊重
するようにしましょう。
③ 一人の発言は短くまとめるように
しましょう。
④ 意見の相違を認め合い、むしろその
多様性を楽しみましょう。
参加申し込み、ZOOM の操作方法など不明な点に
ついては北海書記北海道山下ワイズにお問合せ下さ
い。
山下書記 E-mail pah01510@yahoo.co.jp
携帯 090-2072-1108）

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。

