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主  題 
国際会長        「求めるワイズから 行動するワイズへ」 
アジア会長主題     「行動するリーダーになろう」 
西日本区理事主題    「すすめ 愛と勇気をもって」 
中部部長主題      「共に考え 共に活動」 
金沢犀川クラブ会長主題 「今 何をなすべきか 共に考え行動しよう」 

会長：川上 明 副会長：髙木啓一 書記：北 肇夫 会計：吉本健一郎 直前会長：三谷信三 
 

今月の聖句：平和を実現する人々は、幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。

マタイによる福音書 ５．9 

 
２００５年 8 月 強調月間 

Youth  Activities 
国際においてユース・ワイズメンズクラブの設立が承認されました。できれば各部単

位で実働するユースクラブの設立に向けアクションを起こして下さい。ユースワイズメ

ンは未来のワイズメン。ワイズと YMCA の夢と希望です。 
                      高橋秀樹 YMCA サービス・ユース事業主任 

 
☆☆☆8 月例会案内☆☆☆ 

日時：8 月 11 日(木)  PM7:00～9:00 
場所：長町研修館 
会費：1,000 円（食事代、会員は不要） 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 
司会                  ：髙木君 
開会・点鐘        ：川上会長 
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        ：司会者 
食前の感謝        ：平口君 

―――会  食――― 
 
卓話 ｢眼を大切に｣    ：川上君（会長） 
 
 
委員報告         ：各委員 
ニコニコタイム      ：吉本君 
閉会・点鐘        ：川上会長 

☆☆☆7 月例会報告☆☆☆ 
[第二例会] 
日 時：7 月 28 日(木) PM7:00～9:00 
場 所：チャイナテーブル(金沢ワシントンホテル) 
出席者：川村君・川上君･北君・髙木君・三谷君・ 

吉本君 
[第一例会] 
日 時：7 月 14 日(木) PM7:00～9:00 
場 所：長町研修館 
出席者：川上君・北君・作田君・髙木君･平口君  

三谷君・吉本君 
 
前年度活動報告 前年度決算報告 会計監事報告 
本年度予算計画 本年度行事計画  
上記の各担当委員より報告並びに承認。 
 
○ 今月のハッピーバースデイ 

川村孝治君 7 月 25 日 
○ 9 月の司会者  平口君 
○ 9 月の準備当番 三谷君 

 
7 月在籍者 7 月出席者 7 月出席率 BF ポイント ニコニコタイム 

正会員      8名 
広義会員      8名 
 
 

メン       8名 
メネット     0名 
コメット     0名 
ゲスト      0名 
 

       88％ 
（メーキャップを含む） 

     100％ 
 
 

7 月分切手     0ｇ 
7 月分現金      0 円 
前年度繰越分  

切手  850ｇ 
現金      0円 

7 月分     4,524 円 

合計            8名 8 名                累計        4,524 円 
 

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 



犀川クラブ年間行事&活動予定 
 
8～9  月  鮎釣り&バーベキュー    

 9  月  中部部会･中部評議会(右記参照) 
10  月  秋のクリーンキャンペーン 

       ながまちふれあいフェステバル 
        ワイズポテト受け取り  
        親睦バーベキュー 

11  月  中部部長公式訪問 (11 月 10 日) 
12  月  クリスマス例会  

 ユニセフ街頭募金 
  1  月  次期役員選任例会 
 2  月 新年一泊例会 
 3  月 中部評議会 

       西日本区･次期会長、主査研修会 
 4  月 クリーンキャンペーン 
 5  月 筍例会 
 6  月 引継ぎ例会 

       西日本区大会 
 
関連事項  ８月以降の第二例会の会場が YMCA

集会室に変更になります(各自、食事

を済ませて集合してください)。 
 
連絡事項  犀川クラブの中･長期的な展望に立

って｢どんなボランティア活動をや

りたいか｣具体的に八月例会でご提

案ください。 
            

卓話のスピーカーについて｢聞きた

いお話・スピーカーについて｣情報を

お寄せください。 
 
 

７月第 1 例会スナップ 
 

 
(長町研修館 二階の研修室)  撮影者 髙木 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 9 回中部部会のご案内 
 
と き 2005 年 9 月 18 日(日) 
ところ 南山ファミリーYMCA (南山幼稚園) 
    TEL 052-831-6968 
プログラム 11:00(登録開始)  

15:00～(懇親会) 
登録費 ¥6,000 
参加申し込み 
  申し込み期限 8 月 31 日(水)  
  申し込み方法 クラブ単位で FAX 
              FAX 052-834-9909 
ホストクラブ 名古屋南山ワイズメンズクラブ 
 
 

YMCA 便り 
 
金沢 YMCA キャンプ 2005 
みどりっ子キャンプ 
～夏はアドベンチャー～ 

 
【日程】 8 月 25 日(木)・26 日(金) 一泊二日 
【対象】 小学生 
【定員】 25 名 
【活動･宿泊場所】 土子原こども野外広場 
        (金沢市曲子原町ソ 13 番地) 
【プログラム】    

野外料理    (カレーライス･流しそうめん)  
  ネーチャーゲーム、クラフト (竹細工) 
 キャンプファイヤー 
【交通】 貸切バス 
【集合】 8 月 25 日(木)AM9 時 00 分 
【場所】 金沢教会(柿木畠) 
【解散】 8 月 26 日 PM4 時 30 分 
【場所】 金沢教会(柿木畠) 
【参加費】10,000(交通･食事･保険･記念撮影含む) 
 
参加申し込みは 8 月 14 日(日)まで、電話にてご

連絡ください。詳細な要項、申込書を郵送いたし

ます。 
【金沢 YMCA 事務局】 
〒920-0998 
金沢市里見町 44-1 里見町タウンハイツ 201 
TEL&FAX 076-221-5398 
【担当者】 小野 
                       


