THE Y’S MEN’S CLUB OF

KANAZAWA-SAIGAWA
CHARTERED IN JUNE 12, 1993
AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
Y’S MEN’S CLUBS
THE SERVICE CLUB OF THE YMCA

c/o YMCA：44-1, SATOMICHO, KANAZAWA, JAPAN 〠920-0998 ☎(076)221-5398
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：あなたがたも、聞いているとおり、「隣人を愛し、敵を憎め」と命じられて
いる。しかし、わたしは言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために
祈りなさい。
マタイによる福音書 ６．43－44）

２００５年４月

強調月間

YMCA サービス ASF
YMCA の新プログラムを全力で支援しよう。
松岡紀生 YMCA サービス・ユース事業主任
☆☆☆4 月例会案内☆☆☆
☆☆☆3 月例会報告☆☆☆
日時：4 月 29 日(金)AM10:00～PM2:00
[第二例会]
場所：川村君の竹林 集合場所：川村宅駐車場
日時：3 月 10 日(木)PM7:00～9:00
会費：2,000 円（会費）
出席者：川上君・川村君・北君・髙木君・三谷君・
大人 3,000 円 小学生 1,000
吉本君
＊＊＊プログラム＊＊＊
[第一例会]
司会
： 川上君
日時：3 月 24 日(木)PM7:00～9:00
開会点鐘
： 三谷会長
出席者：桶谷君・川上君・川村君・北君・作田君・
ワイズソング
： 一同
髙木君・平口君・三谷君・吉本君
今月の聖句
： 司会者
ゲストスピーカー 堂上慎次氏
ハッピーバースデイ
： 三谷会長
○ 2005 年～2006 年クラブ役員
食前の感謝
： 平口君
会長 川上 明君、副会長 高木啓一君
＊＊＊ 食 事 ＊＊＊
書記 北 肇夫君、会計 吉本健一郎君
報告連絡
： 各委員
○ 第 2 回中部評議会・中部 EMC 研修会
ニコニコタイム
： 作田君
3 月 13 日（日）PM1:00～3:30
閉会点鐘
： 三谷会長
名古屋 YMCA において開催された当クラブ
○ クリーン作戦実施について
より、川村部長、川上君、北君、高木君、三
日時：4 月 24 日（日） AM7:00～9:00
谷君の 5 名が参加しました。
場所：新桜坂緑地公園および犀川河川敷（左岸） ○ 4 月のハッピーバースデイ
服装：緑色のジャンパー着用のうえ参加して下
平口哲夫君
4月4日
さい。
○ 京都・びわこ・中部合同 YY フォーラム
○ 6 月 11 日（土）～12 日（日）国際会議場・神
4 月 17 日（日）PM3:00～8:00 京都 YMCA リ
戸ポートピアホールに参加される方は川上君、
トリートセンターにて開催され、当クラブよ
川村君、北君、作田君、三谷君の 5 名です。
り川上君、川村君、北君、三谷君が参加。
○ 4 月の当番 司会 川上君
3 月在籍者
正会員
広義会員

合計

10 名
0名

10 名

3 月出席者
メン
メネット
コメット
ゲスト

3 月出席率
9名
0名
0名
1名

10 名

Ｂ
90％

（メーキャップを含む）

90％

Ｆ

3 月分切手
0ｇ
3 月分現金
0円
本年度累計
切手 500ｇ
現金
0円

ニコニコタイム
3 月分

累計

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT”

5,116 円

26,676 円

中部評議会・EMC 研修会の感想
中部部長 川村 孝治
（金沢犀川クラブ）

中部評議会・EMC 研修会が、柴田 西日本区理事をはじめ、森 西日本区書記、松岡 EMC 事業主任（長
浜クラブ）のご参加をいただき、 2005 年 3 月 13 日（日）名古屋 YMCA 会館において開催されました。
参加者は 44 名で、金沢からは、金沢クラブの渋谷氏、影山氏、金沢浅の川クラブの大久保さん、金沢
犀川クラブからは三谷、川上、北、高木、作田、川村と 6 名が参加しました。
当日は、3 月中旬というのに、名神高速道路では前日からの雪が降り積り、関ヶ原 IC 周辺までノロノ
ロ運転で、しかも名古屋市内では、国際女子マラソンが 12：10 スタートで開催されるということで、
道路交通規制が心配でした。これでは開催が取り止めになるのではないかと心配しましたが、やっとの
思いで開催 1 時間前に無事到着しました。
会場を「名古屋 YMCA 会館」に選んだのは、3 月いっぱいで閉鎖・移転という歴史的な時期に、どうし
てもここで開催したかったからです。また、名古屋で開催したほうが金沢でするよりも参加者数が多い
だろう、という思惑もありました。名古屋のメンバーの皆様には本当にお世話になりました。特に、鈴
木 中部 EMC 事業主査をはじめ、名古屋プラザクラブの皆様には大変ご面倒をおかけしまして、申し訳
なく思います。しかし、ご面倒をおかけした分、なにか温かい友情みたいなものが生まれてきた思いで
した。
・中部評議会について
中部評議会は、開会点鐘から始まり、議長を選出し、中部部会の決算報告、次期中部部長・役員・次
期監事の承認、次々期中部部長の選出（四日市クラブの栗原氏）と 4 つの議案がすべて了承されました。
その後、各中部事業主査、各クラブ会長にいままでの事業報告をしていただきました。また、荒川 中
部ホームページ委員長（名古屋グランパスクラブ）による現況報告がありました。まだホームページを
立ち上げていないクラブには、早急に対応していただきたいと思います。
評議会の最後に、来期は中部の四日市クラブの佐野氏が西日本区理事に就任されますので、最大のイ
ベントである西日本区大会のアピールを名古屋東海クラブの浅野氏がなさいました。中部としては全面
的に協力しなければならないと思っています。
・中部 EMC 研修会について
休憩を 10 分間とり、引き続き中部 EMC 研修会を開催しました。鈴木 中部 EMC 事業主査（名古屋プラ
ザクラブ）の司会により、川村 中部部長、柴田 西日本区理事の挨拶の後、松岡 EMC 事業主任が「今期
の EMC の活動と現況」と題して 20 分スピーチをいたしました。
その後、8～9 人の小グループに分かれ、「各会長からのアンケート」をあらかじめ集約した資料を中
心に、
1）クラブのメンバーのノンドロップついて
2）メンバー数を増やすには
という二つの課題を討論しました。中部は年々メンバー数が減少しています。これは単に経済不況が原
因ではないと思います。また、この傾向が各クラブ内にも西日本区内にもあるといえます。
何とかメンバー数の減少に歯止めをかけたい、元気のある中部にしたい、そういう思いから『いざ立
て中部 今がその時』という部長主題を掲げました。EMC を考えることも大事ですが、その前に行動を
起こしていただきたいと思います。
真剣な討議が続きましたので、予定を 1 時間延長しました。嬉しい悲鳴でした。ありがとうございま
した。この結果（まとめ）は、鈴木 中部 EMC 事業主査のレポート、中部ホームページや中部部報（第 3
号）に掲載する予定です。これらを参考にして、早急に各クラブで EMC を考える時間が持たれることを
期待しております。
（2005.3.26 記）

