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Change! 2022

「世界とともにワイズメン」
「100 年を越えて変革しよう」
「私たちは次の世代のために何が出来るか？」
「心を高めようパート２ ワイスダムの繫りを友情の輪に 」
「踏み出そう 次の一歩」
「

/

キム・サンチェ (韓国)
大野 勉（神戸ポート）
大久保 知宏 （宇都宮）
中村 義春（十勝）
柴田 伸俊（札幌）

」

PR

札幌クラブ役員
会 長
柴田 伸俊
副会長
伏木
康
書 記
伏木 康
会 計
秋葉 聡志
直前会長 宮﨑 善昭

今月の聖句
札幌クラブ CS,EMC 担当 中田

「人がなすべき善を知りながら、それを行わないのは、その人にとって罪です。
」
を
昇天は
（ヤコブの手紙 4 章 17 節）

巻頭言

「踏み出そう、次の一歩」

札幌クラブ 2021～22 年会長

柴田

伸俊

本年度の会長職を受けるにあたって、会長主題を「踏み出そう、
次の一歩」といたしました。2 年目に入ってしまったコロナ騒動。
私たちの社会は大きく変わってしまい、勤め先、学校、ボランテ
ィア活なりません。新しい方法にはアイデアが必要ですし、従来
にとらわれない決断が必要です。そんな思いを会長表題に表して
みました。クラブ会員の意見を取り入動などが中止や再開を繰り
返し、特に飲食店は大きな打撃を受けています。社会の有り様が
すっかり変わってしまいました。そんな中でもワイズ活動を地道
に進め、YMCA を支え、ユースを支えていかなければなりません。
従来の活動方法ではできなくなった物を、新しい方法に変えてで
も前に進めて行かなければれながら一年を無事乗り切れるよう頑
張りますので、お支えいただくことをお願いいたします。
次の一歩はチミケップで！
7 月 10 日（土）、中村北海道部部長の呼び
かけに応え、札幌クラブからも 3 名がマンボ
ー発令下、往復 12 時間をものともせずチミ
ケップに駆けつけ、半年の雪に耐え抜いたキ
ャビンに防腐用塗料塗に汗を流しました。札
幌クラブ 2021 年度の最初の一歩です。
前列中央、中村部長。
前列右から 2 人目、柴田札幌ク会長

２０２１年６月例会
出席報告

在籍会員 ８名
ゲスト 0 名

例会出席 8 名

ビジター 0 名

メネット 0 名

出席者合計 8 名

メーキアップ 0 名
出席率
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札幌ワイズメンズクラブ６月例会

日時：2021 年 7 月 20 日（火） 18:30～19:00
会場：オンライン例会 Google Meet
会費：なし
プログラム
司会 秋葉 聡志
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
なし
③ 聖句
秋葉 聡志
④
⑤
⑥
⑦

会長あいさつ
会長 柴田 伸俊
誕生日
７月 3 日 中田 靖泰
７月 15 日 小野エリナ
結婚記念日
なし
卓話

「2021～2122 年の札幌クラブ」
会長
⑧
⑨

諸報告
YMCA 報告

柴田

伸俊

YMCA 担当主事

⑨

今月の歌
なし
⑩ 閉会点鐘

会長

柴田

伸俊

2021~2022 年東日本区理事

大久保 知宏（宇都宮クラブ）
主題： 私たちは次の世代のために
何が出来るか？
Think for the next generation.
スローガン：
絆を深めるとき
We are stronger together
than we are alone.
ワイズメンズクラブは 100 周年を迎え、リスタ
ートの年。 YMCA の力強いパートナーとなり、
共に研鑽し、共同していくことが求められていま
す。

何故この聖句を？

秋葉 聡志

「信ずる者は救われる」という、ただ信ずれば足れり
とする信仰のあり方に対し、ヤコブの手紙は信仰に
基づく行いの大切さを語ります。なすべきことをな
さぬのは罪とまで言われることにちょっとビビりま
すが・・・。

日 時：2021 年 6 月 15 日（火）18:30～20:00
場 所：リモート例会
↓小野、宮崎
出席者 秋葉、伏木、柴田、北川、中田、安田、
６月例会は、会員３分間スピーチを行った。安田
さんは、ピアノ演奏をもってスピーチに替えた。各
会員、日ごろの思いや活動状況についての話があり
特に国際色豊かな小野さんは遠くアフリカのブル
キワナからの参加であった。旅の途中フランスのド
ゴール空港は、コロナ前と同じ賑わいであり、成田
空港との違いに愕然としたり、ブルキナファソ到着
するなりマスクをしている人は殆どいないという
日本と世界の違いが驚きを持って報告された。
札幌クラブ ６月事務会
小野、北川、柴田、中田、伏木、
１．7 月例会について
以上 ８名
日時： 宮崎、安田
7 月 20 日（火）18:30～19:30
場所： オンライン例会
６月例会報告
内容： 「新年度方針」柴田会長卓話
※8 月例会よりリアル例会予定
２．７月事務会について
日時
２０２１年 ６月１５日
日時： 7 月 27 日（火）19:00～オンライン（未定）
内容： ①8 月例会・事務会予定
場所 リモート例会
②年度末決算・新年度予算 ③新年度体制ほか
３．会計年度末見込・新年度予算
出席者
秋葉、伏木、柴田、北川、中田、 安田
小
秋葉会計より、年度末見込み、新年度予算につ
野いて説明。種々意見交換後、以下について確認。
宮﨑
再度整理して次月事務会にて確認。
【年度末見込み】
１８：３０より６月オンライン例会が開始された。
①今期会費未納分は、そのまま収入に積算残す
②前期未収会費については雑費で決算処理する
６月礼拝は、会員３分間スピーチを行った。安田さ
③YMCA サービス未執行分 4 万円を YMCA に寄付する
んは、ピアノ演奏をもってスピーチに替えた。各会
【新年度予算】
員、日ごろの思いや活動状況についての話があり特
①ロースターはデータ配信に切り替え、予算を削
に国際色豊かな小野さんは遠くアフリカのブルキ
り、その分主事の部会経費を増額する
ワナからの参加であった。旅の途中フランスのドゴ
②前年繰越が増えたため、新たに地域支援、ユー
ール空港は、コロナ前と同じ賑わいであり成田空港
スクラブ支援に各 5 万円、計 10 万円を予算化する
との違いに愕然としたり、ブルキナファソ到着する
４．その他
なりマスクをしている人は殆どいないという日本
１） 札幌北クラブ小谷会長より、札幌クラブと
と世界の違いが驚きを持って報告された。
の合併についての相談があった。今後の検討事項
として合同例会を重ねながら方向性を確認する。
２）東京むかでクラブ白井メンより連絡があり、
メンバー候補を紹介していただいたとの報告あ
り。やまざき・おさむ氏 元アルベールビル五輪
モーグル代表 現在石材業
３）今後の予定
7 月例会は、コロナの状況が見通せないので、リ
モートで実施。 8 月は対面例会として、北ワイズ
に合同を呼びかけ、やまざき氏招待（卓話？）
５）チミケップワーク 7 月 10 日（土）ペンキ塗り
予定。柴田メン参加調整後、中村部長宛連絡。北
海道部として実施予定。
（※木田さん通じてユース
に呼びかけても良いかと思います。
）

札幌ワイズメンズクラブ
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卓話のページ

札幌クラブ会員

６月卓話

「社会力と社会性」

宮崎 善昭

社会性は、個人が社会に適応していくという、受動
的な意味があり主体性があまり感じられない。
「他者が
嫌がることはしない」というような自らの積極的行動
を控えて空気を読んで行動する面がある。電車でシル
バーシートの真ん中に腕を組んで股を開いて寝たふり
をしながら座っているお兄ちゃんは、社会性があるか
ら寝たふりをするのであるそうだ。シルバーシートに
は座れないことを十分承知だが、他者の目が気になる
し、注意を受けるかもしれないので寝たふりをする、
それは立派な社会性であるらしい。
（受け身である）
反対に社会力というのは、社会に働きかける能力で、
能動的である。イエス・キリストの言う「自分にして
欲しいと思うことを他者にしなさい。
」は正に社会力の
ことである。つまり他者に関心を持ち、積極的に関わ
って生きなさいということである。人間は、いかなる
人間も社会の中で他者と共に生きていくことしかでき
ない存在で、自分という存在には、他者を介して初め
て気が付き、自己理解を深め、人格形成をしていくこ
とができるのである。

2020 年度を振り返って

秋葉

聡志

2020 年の 6 月から iPad ユーザーになりました。以
前から使ってみたいと思っていましたが、格安で手に
入るというフェイスブックの怪しい広告につられ、
散々迷った挙句、騙されることも覚悟で購入手続きを
しました。モノは中国からの配送で、荷物の追跡はネ
ットでできるようになっていて、都度チェックしつつ、
1 ヶ月近くかかって届いた商品は、なんと iPad でなく
て偽グッチのサングラスでした。やられた！ 連絡先
にメールしても当然なしのつぶて。被害額は大きくは
なかったですが、それなりの授業料でした。一度購買
行動を起こすとあきらめきれず、アップルストアで正
規品を買ったのでした。使い始めると、これが優れも
ので、合わせて買ったアップル・ペンシルも使って、
いろいろなアプリで、スケジュール管理、メール、メ
モ、検索、動画、写真、などなど、データも iPhone と
同期できて、どこでもアクセスできて仕事でもプライ
ベートでもとても便利なのです。いちいち PC を立ち上
げなくても、簡単なレスポンスなら iPad で十分です。
テクノロジーのすごさに感動しています。

チミケップよ、いつまでも！

伏木康

キャンプ場のホームページの最新情報は 2019 年
の 3 泊 4 日、4 泊 5 日、5 泊６日でした。コロナ禍
で昨年、今年とキャンプは行われませんが、開設か
ら 50 年以上経過し、2022 年の夏に向けて、メンテ
ナンスのためのワークが今年も予定されています。
チミケップにお越しになったことのないワイズメ
ンは、まずは一度、キャビンに泊まって素晴らしい
自然環境を感じてください。 そして、メインホー
ルの上部に展示してあるメモリアルボードを見て下
さい。 最近は米国、台湾、ロシアからの参加者が
中心ですが、過去にはヨーロッパ、アフリカ、オセ
アニアの参加者のサインも確認できます。
数年前から、宿泊を伴う YMCA の事業は、YMCA
の窓口で申込はできず全て有限会社クローバー観光
という旅行代理店に WEB で申込することが必要に
なりました。 YMCA で旅行業の許可をとるには相
応の費用がかかるそ
うです。
北海道 YMCA への募金
に「チミケップキャンプ
場整備募金」があります。
どうかよろしくお願い
申し上げます。
右写真：

メインホール

青春の夢よ再び！

中田 靖泰

東京の娘に「ワクチンを打つから床屋に行ってく
る」とメールしたところ、折り返し「お父さん、そ
れは順序が逆でしょう。ワクチンを打って、それか
ら床屋です」とメールが来ました。ワクチンを打っ
たら、またメール。「ワクチンで抗体が出来るまで
10 日かかります。床屋に行くのはその後にして下さ
い。」私は 7 月に 90 歳になります。私はこれまで、
お世話になった先生、先輩方を目標にしてきました。
今や、その目標にしてきた先生方のお年を抜く年齢
になってしまいました。昔、読もうと思って読めな
かった本、読んで心に何か残っている本、それを読
み返してみるということを始めています。
今、読み直して感動を新たにしたのは、河
口慧海の「チベット旅行記」
、井上靖の「天平
の甍」です。あの唐招提寺を創った鑑真和上
のエネルギーはどこからくるのだろうと考え
させられています。

左写真：
6 月例会
上段：左から、
安田、柴田、秋葉、宮崎
下段：左から
伏木、小野、北川、中田

YMCA のページ

札幌ワイズメンズクラブ

ＹＭＣＡニュース

担当主事

北川

ワイズメンズクラブ創立１００周年

佳治

① インターナショナル・チャリティーラン
2021 開催日程について:
北海道の緊急事態宣言及び、まん延防止等重点措置
により開催を延期しておりました、北海道 YMCA にお
けるインターナショナル・チャリティーラン（障がい
児・者支援プログラム）を下記の日程で実施すること
となりましたので、お知らせ致します。
北海道での開催は、今回で 26 回目を迎えます。今
年度の実施形式も、昨年度同様、新型コロナウイルス
感染症に対応した形となります。一堂に会する形式で
はなく、各自で設定したコースと距離（1 ㎞以上 or20
分以上）を走ったり、歩いたりして、その風景写真を
投稿してもらう形式となります。
これらを北海道 YMCA
公式 Facebook に掲載し、活動をシェア致します。
従来、札幌・北見・帯広のブランチが各々の地域で
開催していましたが、この形式により、物理的距離は
離れているものの、北海道の全ブランチとして、心理
的に距離が縮まるイベントにできます。
また今回は 26 回目ということで、参加者全員の合
計距離数を『260 ㎞』としました。大きな目標ですが、
北海道全体で繋がり、盛り上げていきたいと考えてお
ります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
左：
エントリー
QR コード

右：
Faceook
QR コード

② 小学校水泳授業派遣
2020 年度は、コロナ禍の影響により全面中止とな
った札幌市立小学校の水泳授業が、今年度は各種対策
を講じつつ実施となりました。
市によるコロナ対策の事前準備の段階で、札幌市教
育委員会が水泳授業におけるコロナ対策の動画資料
を作成する際、YMCA にお声が掛かり、アドバイザー
として資料作りに参加しました。
また札幌 YMCA のある札幌市中央区の小学校および
近郊の小学校へ水泳授業のリアル指導も行いました。
小学校の先生方は、コロナ対応の水泳授業に苦労され
ておりましたが、それ以前に、そもそもの水泳授業に
苦労されていることも改めて分かり、YMCA ウエルネ
スとして小学校体育への関りを強化していく必要性
を再確認しました。
今後も水上安全指
導（着衣泳など）も
含めて、地域の小学
校や園に働きかけて
いきます。
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ワイズメンズクラブ創立 100 周年を記念して、
アジア太平洋地域は次の 3 つの記念行事（プロジ
ェクト）を実施します。
① ソング・フェスト、
② ②食べ物と伝統のコンテスト、
③ ③環境事業
ソング・フェスト：
▼委員長
浅羽俊一郎（埼玉クラブ）
▼東日本区代表委員 小川圭一（東京世田谷）
プロジェクトの内容は、①オリジナルソングの
作成と、②各国の歌を集めた YMI ソングブックの
作成（公募：期限 2021 年 11 月末）です。
また、このプロジェクト実現のために東日本区
のタスクフォース委員を募集します。
募集要項
Ａ： オリジナル・ソング
① ワイズ活動のメッセージが盛り込まれる事。皆で
声を合わせて歌えるよう明るく、楽しく、 そし
て長すぎないように。
② ②オリジナルの歌詞と旋律。あるいは、よく知ら
れた曲にオリジナルの歌詞を付けても OK で
す。 著作権に抵触しないように。歌詞は日本語
で大丈夫ですが、ローマ字表記も必要です。
Ｂ： YMI ソングブック
①
誰でも知っている愛唱曲をお願いします。た
だし、国歌など公式曲は不可とします。
②
各クラブや部で歌われている曲などもエント
リーしてください。
③
歌詞は世界で歌えるように、ローマ字表記にし
てください。
Ａ，Ｂとも、A4 シート 2 枚以内に収まる事。
曲名、作詞者、作曲者、楽譜、歌詞、楽曲へのメ
ッセージ も 一緒に提出して下さい。
まずはアジア太平洋地域の歌集ですが、他地域に
も声がけしています。
▼
▼

締め切り： ２０２１ 年 11 月末日
提出先： 小川圭一（世田谷クラブ）
Email: ogawakei1@nifty.com

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。

