北海道部第２回評議会・
次期役員研修会報告
東日本区次期事務局長

次期ＥＭＣ会員選考会則研究委員長に
指名されて
泉明寺 みずほ

札埜 慶一

大変光栄に存じます。現鈴木会長年度のＥＭＣ会員
選考会則研究委員長を仰せつかったものの、目を覆う
愚鈍ぶりを晒し皆様に多大な迷惑をかけましたのに、
それに懲りずまた任命してくださるとは。罪を憎んで
人を憎まず、とか、隣人を愛せよ、とか、ブリテンの表
紙に書かれている尊い聖句などが脳裏をよぎりました。
そのような言葉を行動で示してくださった心の広い先
ワイズメンズクラブ国際協会東日本区、北海道部第２
回評議会・次期役員研修会が２０１７年４月２２日に札幌
市の東京ドームホテル札幌で開催されました。ホストク
ラブは札幌北ワイズメンズクラブです。
栗本治郎次期理事、大川貴久次期書記、札埜慶一次期
事務局長の３名で参加してきました。山本雅之部長の
挨拶に始まり、中間活動報告、中間会計報告、部長方針、
活動計画、役員確認、予算などの議案が議決されました。
北海道部、札幌クラブ、北見クラブ、十勝クラブ、札幌
北クラブから評議会１４名、役員研修会２５名懇親会２４

輩方に感謝と尊敬の念をおくります。
さて、次期ＥＭＣ委員会のメンバーですが、再び石
村先輩と津田先輩にお願いいたしました。お二方には
本当の心持ちを確認していません。申し訳なくて。感
謝の気持ちは物やお金では返せないので、先輩方の幸
せを祈ることにいたします。祈りは得意科目です。
さて、元来シャイな気質で知らない人と話をするの
も足が震える思いですが、2 回目となるＥＭＣ委員長で
すから、新入会員候補者を口説くためにはいつもより
多少多めに口を開こうと決意しました。先輩方のフン
ドシで相撲をとろうと思いますので、どうか愛用の一
枚を貸してください。

ＹＭＣＡ・ＡＳＦ委員長に指名されて
名が参加しました。部全体の会員数は４９名だそうです。
次期北海道部部長 森 熊次郎 Y s( 強そうな名前 !)
は栗本次期理事の方針を正確に理解されて「ＥＭＣの
強化」として部全体に伝えていただき、幸先の良いス
タートと感じました。
ＥＭＣなくして Y s は存在できま
せん。東日本区全体を考えても、会員数１５人以下のク
ラブが３５クラブ以上の状態では、１０年後を考えたら
空恐ろしいものがあります。
ＹＭＣＡとの協同の拡大な
ども視野に入れて会員増強を図っていくそうです。
次回は、２０１７年８月１９日に北海道ＹＭＣＡにて
開催されます。以上報告と致します。

橋 本 一 実
まず、
ＹＭＣＡ・ＡＳＦ委員長に指名されましたことを
大変嬉しく思っています。このところ、仕事の関係で帰
りが遅く、例会においてもメイキャップをすることが多
く反省しておりました。山崎次期会長は、私のワイズの
親でもあり、ワイズに導いてくれた恩人ですので、何を
言われてもお受けするつもりでいました。
（本当です！）
ですのでＹＭＣＡ・ＡＳＦ委員長も直ぐに快くお受けさ
せていただきました。
委員会構成は、ＹＭＣＡの重鎮、頼りになる森重男先
輩に副委員長をお願いし、温厚な人柄で評判の内田栄一
ワイズと共に一年間充実した委員会事業を進めて参りま
す。
ＹＭＣＡ基金を募り、クラブアワードの集計、
ＡＳＦ
代表者の決定、中学生英語スピーチコンテストのサポー
トが事業の柱となります。クラブの皆さん一年間宜しく
お願い致します。

＊＊＊＊ スキー教室 感想文集 ＊＊＊＊
井 戸 俊 吾（第二小 3 年）
ほぼくはスキーを始めてやりました。 さいしょ
はぜんぜんできなかったけど、 だんだんできるよ
うになってきて、 そして、 すごく楽しくなってきま
した。 ありがとうございました。

長 嶋 胤 実（第一小 3 年）
ぼくは、 とてもたのしかったです。 さいしょは
できるかなぁと思っていましたが、 すぐにできま
した。 いちばんたいへんだったのが、 くつをはく
ことです。 だけどすべってみたら、 とてもたのし
かったです。 また、 らいねんもこのスキーきょう
しつにきたいです。

市 川 ひろむ（第二小 4 年）
たのしかったスキーでした。１日目じゅんびたい
そうして、 そのあとすべりました。カーブをおし
えてもらいました。 前をむいてむねをはって足を
上げさげしながらカーブをしたり、むずかしいと
ころもあったけどたのしかったです。２日目８時３
０分から１２時までフリーでした。ともだちといろ
んなコースをきょうそうしました。おわったあと
に、 ゆきがっせんをしました。こおっているところ
ですべりました。 つららをとってあそんだり、 ふ
かいゆきにとびこんだりしました。また来年のき
たいです。

西 川 ふうか（第一小 5 年）
私は初めてスキーに行きました。最初はすべ
れるか分からなくて、こわかったけど、２日間で
高い所からすべれたのですごくうれしかったで
す。えのぐ先生からおそわったことをちゃんとお
もい出してすべれました。でも２日目の朝は、す
べる方法を忘れてしまいました。1日目は４回くら
いこけ、 ２日目は６回くらいこけました。ねる時
は、 楽しみでねれませんでした。がんばってねま
した。リフトにのろうとしたけど、高いところが好
きではないのでこわかったです。一番高い所に
いくリフトには、 手すりがなかったのでこわかった
です。ゆれていました。 スノーボードにのってい
る人がいました。 私は一回しかやったことないの
で、 やっている人が、「すごいなっ」 と思っていま
した。スキーの板をはくときは、 前を向かないで
横をむいてのんないと、 そのまんま前にすすんで
「ケガをするよ」 っていわれました。時間があった
らまたいきたいです。

井 上 穂（泉小 5 年）
私は去年は参加しませんでしたが、 おととし
参加しました。 おととしとはちがって今年は技術
的なことを学べたのでよかったです。 フリーの
時間ではいったことのない 1 番上まで行って、
ころびながらも楽しくできました。 また、 友だ
ちもできました。 おととしいた人はもちろん、 初
対面の人とも仲良くできたと思いました。
来年はたぶん参加できませんが、 家族の人
たちや友だちと行ったときは今日学んだことを
いかしていきたいです。

山 田 愛 恵（第一小 4 年）
私は、初めてのスキーでどうやってすべってい
いのか。どんなふうにすべっていいのかも分かり
ませんでした。２月１１日（土）にスキー教室があっ
て飲島さんが色々教えてくれて今日２月１２日
（日）自由にすべって教えてもらったやり方でやっ
たら、おもに２つがかんぺきになりました。①止
まり方、②スピードのだし方がかんぺきになりま
した。初めは 「みんなが今日でできるようにな
りますよ」 と言われた時、私にもできるように
なるかな？と思っていました。最初の方ではみ
んなでまとまってすべりました。そして 「まだ止
まって」 と言われても少しうごいてしまう人もい
たけれども、午後でストックを使わずにみんな
でやりました。たしょう転んでしまった人もいたけ
れど、だいたいは転ばず、先生に教えてもらっ
たことを思い出しながらやり、「みんなで止まっ
て」 と言われたらいっしょに止まってできるよう
になりました。 初体験だったけれどもできるよ
うになり、とてもたのしかったです。

飯 山 陽南乃（第一小 5 年）
私は初めてスキー教室に来て楽しかったで
す。スキーで高いところからすべれたのでたの
しかったです。さいしょの 1 日はぜんぜんすべれ
なかったのにえのぐ先生がスキーのすべり方や
コツを教えてくれたので、すぐにすべれるように
なりました。リフトにのる時、さい初、こわくてこ
わくて目をつぶっていました。だけどリフトにの
るたびにだんだんこわくなくなってリフトにのる
のが楽しくなりました。えのぐ先生に 「ブレーキ
の時はスキーの板をハの字にしてやるととまれ
るよっ」 といってやってみると一ぱつでできたの
でうれしかったです。また行きたいです。

コリンズ 幸歩（伊豆山小 6 年）
ぼくは、 スキーを初めてする前に転んだりす
べって失ぱいすることにとてもきんちょうしてしま
いました。 だが、 ぼくの友達小松航青と、 もう
ぼくがきっこしてあまりあえなくなってしまうから
『よし楽しもう！』 という気ぶんできました。
最初はスキーのいたにのるすら難しかったけ
れど、 たくさん練習をしましてターンやブレーキ
などをできるようになって、 もっとバランスよく
スキーにのれて転ぶのも少なくなりました。 ぼ
くの友達とも楽しくスキーができてうまくなれる
ことができてうれしかったです。

杉 山 志 保（第二小 6 年）
今回のスキー教室では友達が 3 人できまし
た。 スキーをすべっているときは失敗しても友
達などが助けてくれました。 はじめは上手にで
きなくていやになりそうだったけど、 なれるとだ
んだんできるようになってすごく楽しかったで
す。 はじめすべることができなかったところも何
回もくり返しやったらできるようになりました。
それに少しこわくてできなかったらおじさんが
「大きくカーブしたらいいよ」 というアドバイス
をくれました。 そのおかげでたくさんすべること
ができました。 夜もみんなでいろいろな話をし
てすごく楽しかったです。 また来年もこれたら
来たいです。

野 口 璃梨香（第一小 6 年）

屋 代 玲 羽（第一小 4 年）
私は初めて家ぞくが一人もいないスキーでし
た。でも、４年生の友だちがいたからよかったで
す。それに友だちもできました。スキーも楽しかっ
たけど雪遊びも楽しかったです。雪がっせんも楽
しかったし、雪だるまをつくるのも楽しかったです。
とくに雪のすべりだいが楽しかったです。 中級者
コースはちょっと板をそろえてすべることもできる
ようになりました。でも初級者コースではもうか
んぺきに板をそろえることができるようになりま
した。二日目には、なぎさちゃんとまなえちゃん
のコーチをしました。でもあまりうまくいきません
でした。とても楽しい二日間でした。らい年もい
きたいです。

私は去年に引き続き 2 回目のＹＭＣＡスキー
教室でした。 去年、 初めて参加して、 とても楽
しくて来年も参加したいな、 と思っていたので参
加することができてとても嬉しく思っています。
朝、 早かったのに出発時にはバスの中で 6 年
生同志、 みんなでしゃべったりしてにぎやかで、
その時から楽しくて、 スキーも楽しみたいな、
と思っていました。 スキーは前回のＹＭＣＡス
キー教室以来約 1 年ぶりで、 すべれるか不安も
あったけど、 いざすべり出してみると、 とても気
持ち良かったです。 二日間ともけっこう寒かった
けど、 すべっている時は寒さを感じないぐらい
熱中していました。
夜、 4 人部屋ではみんなでトランプをしたり、
しゃべったりして普段とは違い、 時間が過ぎるの
はあっという間でした。 それに、 夜ご飯と朝ご
飯 （特にパン） がおいしくて完食しました！2 日
目は午前中だけだったけど、 好きなところをす
べれて、 けっこう急なところも 4,5 回いけて、
本当に充実した 2 日間でした。
今回のＹＭＣＡスキー教室に携わって下さっ
た全てのみなさん、 ありがとうございました。

