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国際会長主題
「輝かせ あなたの光を」
アジア会長主題
「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」
西日本区理事主題
「 みんな仲間 働こう！！」
中部部長主題
「いざたて中部！！今がその時！！」
金沢犀川クラブ会長主題 「Y’s men’s 運動の原点 EMC(E-1, M-20, C-100)の実行の時」
会長：三谷信三 副会長：川村孝治 書記：川上 明 会計：作田健意 直前会長：北

肇夫

今月の聖句：わたしがあなたがたを愛したように、互いに愛し合いなさい。これがわたし
の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。
わたしの命じることを行うならば、あなたがたはわたしの友である。
ヨハネによる福音書 １５．12−14

２００４年８月
Ｙｏｕｔｈ

強調月間

Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ

ユースリーダーの大きな成長を願って、夢を持って支援しよう。
松岡紀夫ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任
☆☆☆７月例会報告☆☆☆
[第二例会]
日時：7 月 8 日(木) PM7：00〜9：00
場所：チャイナテーブル 1F
出席者：川上君、川村君、北君、作田君、髙木君、
瀧平君、三谷君、吉本君
[第一例会]
日時：7 月 22 日(木) PM7：00〜9：00
場所：金沢国際ホテル 2F 羽衣の間
出席者：川上君、川村君、北君、作田君、瀧平君、
三谷君

☆☆☆８月例会案内☆☆☆
日時：8 月 23 日(月) ＰM7：00〜9：00
場所：ＩＴビジネスクラブ武蔵４Ｆ
会費：1,000 円（会員不要）
＊＊＊プログラム＊＊＊
開会・点鐘
：三谷会長
ワイズソング
：一同
今月の聖句
：司会者
ハッピーバースデイ
：三谷会長
前年度決算報告
：作田君
会計監事報告
：北君
本年度予算審議
：作田君
食前の感謝
：桶谷君
――会 食――
パソコン研修
：瀧平君
委員会報告
：各委員
ニコニコタイム
：作田君
閉会・点鐘
：三谷会長
今月の当番

司会者 川村君、準備者 川上君

7 月在籍者
正会員
9名
広義会員
0名

合計

7 月出席者
メン
6名
メネット
0名
コメット
0名

○7 月のハッピーバースデイ
7 月例会に記念品を用意しましたが、吉本が
体調が優れずお渡しできませんでしたので、8
月例会にお渡しいたします。
川村 孝治 君
7 月 25 日
瀧平 洋子 さん 7 月 13 日
（8 月の該当者はいません）
○8 月の当番 司会は桶谷君、準備は川村君。

7 月出席率
ＢＦポイント
66.7％ 6 月分切手
0ｇ
(メーキャップを含む) 6 月分現金
0円
100％ 本年度累計
切手
0ｇ
現金
0円

ニコニコタイム
7 月分 5,000 円

9名
6名
累計
TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

5,000 円

キックオフ雑感
クラブ書記

川上

明

04 年〜05 年の新年度を迎え、7 月のキックオ
フ例会は長町研修館の会場が確保できなかった
こともあり、試みに大額の金沢国際ホテルを使っ
てみることにした。事前のリサーチにより、ナイ
トミーティング（夕食付き会議プラン）という平
日割安パックを見つけ、これを利用することにし
た。さすが一流ホテルだけのことはあり、会議
室・食事・お茶サービスなどいずれも満足のいく
ものであり、駐車場も広く、予算が許せば当クラ
ブの第一例会会場にしたいところである。
今年度は我がクラブがホストクラブとなって
中部部長を送り出しており、9 月にはウエルシテ
イ金沢（厚生年金会館）で第 8 回中部部会を主催
しなければならず、これから色々と作業が必要で
あるが、金沢・浅の川両クラブのご協力を得て立
派に成し遂げたく、クラブ会員の絶大なる働きを
期待している。
よろしくお願いします。
（１） 第 8 回中部部会開催の件
（評議会・部会・講演・懇親会）
日時：9 月 12 日
場所：ウエルシテイ金沢
（石川厚生年金会館）
プログラム
登録開始
12：30
中部評議会・メネット会
13：00〜13：50
中部部会
14：00〜14：50
講演
15：00〜15：50
懇親会
16：00〜18：00
皆で交流の場を広げ、実りのある部会にし
ましょう。

（２） 京都部会
日時：9 月 23 日(木)
（３） びわ湖部会
日時：10 月 24 日(日)
（２）
（３）ともに要請が来ておりますので、
できるだけ参加しましょう。
（４） 今年も十勝ジャガイモの販売をします。
詳細は金沢クラブと打ち合わせの上、連絡
いたしますので、ご協力下さい。
（５） 新潟県・福井県の水害募金にご協力下さい。
（６） ＹＭＣＡだより
第 7 回西日本区大会の主日礼拝の献金
195,089 円は、金沢ＹＭＣＡ再建活動資金と
して贈られました。
（７） 金沢ＹＭＣＡ早天祈祷会
日時：9 月 11 日(水) AM6：00〜7：00
場所：金沢ＹＭＣＡ集会室
ご自由にお出で下さい。
（８） 新年度に入りましたので、上半期分の会費
を会計まで納入して下さい。
（９） 使用済みの切手がありましたら第一例会
に多少にかかわらずご持参下さい。
（10）10 月の特別例会について
キノコのシーズンに入りますので、キノ
コ博士の話を聞きながら鍋を囲み、一杯は
如何でしょうか。

