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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９月

強調月間

Ｍｅｎｅｔｔｅ
メネットも例会に参加して他クラブとの親睦・交流を深め、メンと共に輪を広げよう。
石合照子メネット事業主任
☆☆☆９月例会案内☆☆☆
日時：9 月 12 日(日) ＡM12：30〜18：00
場所：ウエルシテイ金沢（石川厚生年金会館）
会費：
第 8 回中部部会を第一例会に振り替えます。

☆☆☆８月例会報告☆☆☆
[第二例会]
日時：8 月 12 日(木) PM7：00〜9：00
場所：チャイナテーブル 1F
出席者：桶谷君、川上君、北君、髙木君、瀧平君、
三谷君、吉本君
[第一例会]
日時：8 月 23 日(木) PM7：00〜9：00
場所：ＩＴビジネスプラザ武蔵４Ｆ
出席者：川上君、川村君、北君、高木君、瀧平君、
三谷君、吉本君、瀧平コメット
○8 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、お渡し
できませんでしたので、8 月例会にお渡しい
たしました。
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）
○10 月の当番 司会は桶谷君、準備は川村君。

8 月在籍者
正会員
9名
広義会員
0名

合計

8 月出席者
メン
7名
メネット
0名
コメット
1名
ゲスト
0名

8 月出席率
ＢＦポイント
77.8％ 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
8 月分
0円

9名
8名
累計
TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

5,000 円

ＩＴセンターでの講習会に参加して
川村

孝治

ＩＴ化は企業ばかりでなく、ワイズメンズクラ
ブ内にも浸透してきました。
中部は 1 県 1 部ではなく、大きく北陸、名古屋、
三重とエリアが三つに分かれています。エリアご
との集まり、活動などのまとまりはいいのですが、
一部として見るとちょっと弱い面があります。
そこで、各クラブがホームページを立ち上げる
ならば、クラブ間の連絡が密になり、距離的ギャ
ップも緩和され、中部がよりまとまりのあるもの
になると思います。また、ペーパレスなどにより
大きく経費の削減にもつながります。
そんな中での瀧平講師の今回のＩＴ講習会は
大変意義あるものだと思います。ワイズの各クラ
ブのホームページの状況は、立ち上げるか否かで
はなく、いつ立ち上げるのかという流れになって
います。それなら早く立ち上げたほうが良いので
はないでしょうか。
（１）第 8 回中部部会開催が開催されます。
（評議会、部会、講演会、懇親会）
日時 9 月 12 日(日)
場所 ウエルシテイ金沢
（石川厚生年金会館）
中部部会を今月の第一例会とします。
（２）例年の十勝ジャガイモの販売が決まりまし
た。
日時 10 月 11 日(月) （祭日）
AM9：45 に到着
場所 北陸学院 栄光館
たくさんのご注文、有難うござい
ました。
その後、「医王の里」にてバーベ
キュー例会をいたします。ゲストを
招いて参加してください。

（５）特別例会開催の件
天候不順のためキノコの生育が思わし
くなく、バーベキューに変更となりました。
（６）第 9 回京都部部会参加の件
日時 9 月 23 日
申込みは現在、川上君、川村君、作田君、
三谷君、吉本君です。
（７）長浜クラブとの友好提携について
中部部会のあと 1 階ロビーにて長浜クラ
ブの方々と話し合いを持つことになりま
した。
（８）今月のハッピーバースデーは作田健意君、
作田外枝さん、吉本倭子さんの 3 名です。
（９）東西日本区交流会開催について
日時 2005 年 2 月 19 日(土)・20(日)
一泊
場所 御殿場
日本ＹＭＣＡ同盟国際研修センタ
ー東山荘
（10）びわ湖部会開催について
日時 10 月 24 日(日) AM11：00
場所 草津市ロクハ公園
隣の部会ですから、要請もきており
ますので、皆で参加しましょう。
（11）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。
（12）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。

（３）新潟県・福井県水害募金にご協力お願いし
ます。
（４）柳田村特別村民制度の件
パンフレットの通り年間色々なものが
送られてきますので、多数のお申し込みを
お待ちしています。

◆

♪ 金沢ＹＭＣＡだより ♪
早天祈祷会
日時 9 月 11 日(水) AM6：00〜7：00
場所 金沢ＹＭＣＡ集会室

