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國際会長
アジア会長
東日本区理事
北海道部部長
札幌クラブ会長

BF（Brotherhood Fund）／ワイズメネット

「Values,Extension and Leadership」 Jacob Kristensen (デンマーク)
「変化をもたらそう」s
札幌クラブ役員
板村 哲也（武蔵野多摩）
「変化を楽しもう」
会 長
宮崎 善昭
中村 義春（十勝）
「心を高めよう
書 記
柴田 伸俊
会 計
秋葉 聡志
David Lua（シンガポール）
ワイズダムの繋りを友情の輪に」
直前会長 伏木 康
「楽しみを持って 喜びを持って
宮崎 善昭（札幌）
札幌クラブ CS,EMC 担当 中田

を
今月の言葉

昇天は

自分で薪を割れ。二重に温まる。
ヘンリー・フォード

昨年 3 月の最後の海外出張から
帰国して以来、ずっと札幌の自宅
でのリモートワークとオンライン
ミーティングによって仕事をこな
しています。元々、国際開発コン
サルタントという仕事は、海外で
の仕事から帰国すると、レポート
を書いたり調べ物をすることを主
になりますので、テレワークはか
なり一般的でした。私の会社は東京ですが、日本にい
る時は札幌の自宅での仕事が基本となっていました。
しかし、今では直接人とお会いしての打合せは全くな
くなり、オンラインでの打合せとなり、私自身は外に
出て人に会うこともめっきり減り、会社にも 1 年以上
出社せず、自宅に半ば引きこもりの日々となってしま
いました。オンラインミーティングには良いところも
多くあり以前はなかなか参加できなかった国際的な会
議やフォーラム、ウェビナーなどに参加できるように
なり、様々な人たちとのネットワークをこれまで以上
に広げることができていると感じています。半面、海
外、特に日本より時間の遅いアフリカとの打合せなど
が多いので、どうしても夜遅くまで仕事をしなければ
ならないことになります。オンライン研修などが数週
間続くときには、日中は普通の仕事、夜は研修、とな
りますので、その期間は寝不足と疲労の日々が続きま
す。人とのコミュニケーションが私の仕事では最も大
事なのですが、微妙なニュアンスや雰囲気などを的確
につかむことはやはり難しいです。
２００１年２月例会

在籍会員 ８名

出席報告

ゲスト １名 【卓話者】

柴田伸俊選

また、リモートで技術指導や細かな説明などを行う
ことの難しさも改めて痛感しているところです。現在、
COVID-19 対策の一環として、マダガスカルの病院に日
本の医療廃棄物用の焼却炉を導入する事業に参画して
いるのですが、マダガスカルへの入国が厳しく制限さ
れているため、日本から技術者の方を派遣して焼却炉
の設置工事や技術指導を行うことができません。この
ため、Zoom などのオンラインツールや WhatsApp という
向こうの人が多く利用している SNS ツールをフルに活
用して工事の進捗確認や技術アドバイスなどのサポー
トを毎夜行っています。細かい説明や確認がとても大
変で、時には先方の業者さんのスマホビデオを長時間
繋いで確認することもあります。日本と違い向こうは
スマホのパケ放題のようなサービスはなく通信費の負
担が非常に大きくなり、通信環境の良くない中での仕
事にも関わらずとても一生懸命に取り組んでもらって
おり、心の中で本当に申し訳ないと謝りながら奮戦中
です。これで無事に焼却炉の火が入ったら、本当に「グ
ッドジョブ！」
、拍手喝さいです。COVID-19 がある程度
収束して海外での仕事が再
開されても、オンラインならでは
の良さも改めて分かってきました。
これまでのやり方と様々なテクノ
ロジーを組み合わせて工夫するこ
とで、より良い仕事ができ、より
イノベイティブな取り組みに繋が
ることを期待しています。
（写真右：オンラインでここまで出来ました！）

例会出席 ７名 （内 1 名はリモート出席）
ビジター 0 名

出席者合計 ８名

メネット 0 名
出席率
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札幌ワイズメンズクラブ
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日時：2021 年 3 月 16 日（水） 18:30～19:30
会場：北海道ＹＭＣＡ101 教室
札幌市中央区南１１条西１１丁目
Tel. 011-561-5217
会費：1,000 円
プログラム
司会

柴田

伸俊

① 開会点鐘 札幌クラブ会長 宮崎
② ワイズソング、ワイズの信条
③聖句
柴田
④ 会長あいさつ
会長 宮崎
⑤ 誕生日
なし

善昭
全員
伸俊
善昭

結婚記念日
⑦

p. 2

クラブのページ

札幌ワイズメンズクラブ 2 月例会
日時：2021 年 2 月 16 日（火）18：30～19：30
場所：北海道ＹＭＣＡ101 号室
出席者：秋葉、北川、伏木、中田、柴田、宮﨑、
（internet）小野、
（卓話者）清水
18：30 より２月例会が開始された。食事は各自持
ち帰りであった。卓話は、札幌 YMCA 発達障害児プ
ログラム担当の清水里美さんから「コロナ禍でつな
げる発達支援」という題で、現場で担当しているス
タッフとしてのプログラムの工夫をしている。ま
た、YMCA の基本的スタンスとしてのいかにプログ
ラム参加メンバーに愛情を注いでいくかについて
最近考えるところがある点などを話した。愛の感情
についてはキリスト教的には「憐み」「慈しみ」の
心であるとするなら、時々自分にはシンクロしにく
い部分も出てきて来ているのではないかと思うと
最近の心境について語った。この後、参加者よりの
質疑応答があった。（p.3 に要旨記載） 第２１回
YMCA 大会はリモートで行われるので参加してほし
い旨、秋葉総主事より要請があった。（宮崎記）

なし

卓話

「札幌ブランチ会館建設構想」
北海道 YMCA 総主事

秋葉

聡志

様

⑧ 諸報告

⑨
⑨

YMCA 報告
今月の歌

YMCA 担当主事

北川佳治

札幌ワイズメンズクラブ 2 月事務会

「椰子の実」
(宮﨑善昭選)
⑩

閉会点鐘

後列：左から、北川、柴田、伏木、秋葉、小野（リモート）
前列： 左から、中田、清水、宮﨑

会長

宮崎 善昭

ブリテン 3 月号執筆予定者
巻頭言：
小野 健
今月のことば： 柴田 伸俊
原稿提出期限：
例会報告：
宮﨑 善昭
3 月 8 日（月）
事務会報告：
秋葉 聡
発行予定：
今月の歌：
宮﨑 善昭
3 月 9 日（火）
２月卓話要旨： 清水 里美
ＹＭＣＡ報告： 北川 佳治

2 月 23 日（火）19:00～20:00（meet）
出席者：宮﨑（長）
・秋葉・小野・柴田・中田・伏木
１．3 月例会・事務会につい
【3 月例会】
日時： 3 月 16 日（火）18:30～19:30
卓話： 秋葉聡志総主事「札幌ブランチ会館構想」
会費： 1,000 円
※食事なし。持ち帰り弁当用意。
【事務会】 日時：3 月 23 日（火）19:00～20:00（オ
ンライン）
３．3・4 月の予定
①3 月 14 日（日）専門学校卒業式
ワイズメンズクラブ賞該当者なし
②4 月 9 日（金）専門学校入学式
③4 月 11 日（日）創立記念日集会（オンライン）
４．その他 札幌北ワイズ 40 周年記念誌発行予定。
原稿依頼あり。

札幌ワイズメンズクラブ

2021 年１月

卓話のページ
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000
、

札幌ＹＭＣＡで

2020 年２月 28 日～新型コロナウイルス感染拡大防

は、ＬＤという言葉

止のため札幌市内の学校が一斉休校になり、さんか

が「レーザーディス

くも休業になりました。その後、３月に再開をし、

ク？」と言われる時

また４月に緊急事態宣言が発令され、再び休業を余

代から、発達障がい

儀なくされましたが、６月から、再開をすることが

のある子どもたち

できました。コロナ対策をとりながら、支援、プロ

のプログラムをお

グラムを続けています。

こなって

伸び伸び過ごせる場が減り、保護者や子どもたち

きました。1995 年に学習障がいのある子どもを対象と

にとって、なかなか大変な日々が続いています。ま

したプログラムを始め、2012 年には、児童発達支援・

た、今年度入学の一年生たちは、新しい学校生活に

放課後等デイサービスＹＭＣＡさんかくを開所しまし

慣れる間もないまま、変化の多い日々を余儀なくさ

た。時代の流れと共に、ひと昔はボランティアの力を資

れ、ストレスを抱えながらの一年間でした。また、

源におこなってきたプログラムも、公的なものへと変わ

ウイルスの見えない不安があり、大人も神経を使う

っていきました。また、全道から通わざるを得ないほど

毎日です。少しでも安心が持てるよう、笑顔が生ま

に地域に支援がなかった時代から、地域に支援がある時

れるよう、日々の活動をおこなっております。

代へと変わってきました。環境は色々と変化をしていま
すが、子どもたちそして青年たちのために、成長する場、
失敗してもいい場、人とのつながりをつくっていく場、
生きた経験をする場を作っていくということは、変わら

青年たちと一

ず続けてきています。

緒にスノーキ
ャンドルを作
りました。

ズメンズラブ例会にお邪魔した時に、コロナ禍で
も３密を避けて出来るプログラムとして、外での雪
を使ったプログラムの話題が出ました。早速２月の
青年活動では、スノーキャンドルを作りました。短
い時間でしたが、青年たちは心に灯がともったよう
コロナ前昨年度保護者プログラムの雪像
コロナ前、昨年度保護者プログラムの雪像です。

で、喜んでいました。これからも、先行きが見えな
い日々で、ともすれば大人も心が参ってしまいそう
になりますが、灯をともしあいながら、進んでいき
たいとおもっています。有難うございました。

卓話に聞き入るワ
イズメン：
左写真：
左から、清水、北川、
宮﨑
右写真：
左から、
柴田、秋葉

札幌ワイズメンズクラブ

ＹＭＣＡニュース
①

2022 年 1 月 p.4

ＹＭＣＡのページ
担当主事

北川 佳治

卒園式・卒業式（全日制）
3 月 14 日（日）に YMCA 幼稚舎卒園式および札幌 YMCA 英語・コミュ

ニケーション専門学校卒業式が札幌 YMCA 会館にて行われます。 コロ
ナ禍で制限が多かった 1 年でしたが、それでも同じ時を共にした仲間、
先生はかけがえのない宝になると思います。YMCA に在籍した数年間の
経験が、YMCA を羽ばたいた後の皆さんの飛躍に繋がることをスタッフ
一同お祈りしています。

② 年間キッズプログラム終了
スイミング、体操、英語、造形絵画など、年間を通じて展開している年間キッズプログラムが 3 月 20 日（土）
をもって 2021 年度の活動を終了致します。
コロナ禍で休業期間があったり、例年通りの方法で活動ご理解ができなかったりと、子ども達には不憫な思い
をさせた部分がありますが、それでも YMCA としての理念や願い、社会的責任は変わらず発信し続けてきました。
会員・保護者の皆様には、そのような中でも、YMCA の諸活動にとご協力をいただきまして、心より感謝申し上
げます。
2021 年度も、新型コロナウイルスへの対応は続くと思われますが、子ども達の大切な機会が失われないよう、
YMCA スタッフ一同、力を合わせて活動を続けてまいります。

第 24 回 東日本区大会リモートで開催
6 月 24～25 日、甲府 21 ワイズメンズクラブのホスト
で甲府湯村温泉郷で開催される予定の第 24 回東日本区
大会は新型コロナオウイルス感染防止のため、対面での
実施ではなく、リモート形式で実施することに、常任役
員会で決定いたしました。
これに伴い、区大会に先立つ第 4 回役員会、年次代議
員会もリモートで開催致されます。夫々の具体的な開催
要領は改めて発表されます。

③
2021 年度 YMCA プ
ログラムの詳細は
右のＱＲコードをご

ワイズの信 条
１．
２．
３．
４．

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。
世界的視野をもって、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。
５． 会 合 には出席 第 一 、
社 会 には奉仕 第 一 を旨としよう。

