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国際会長主題
アジア会長主題
西日本区理事主題
中部部長主題
金沢犀川クラブ会長主題
会長：川上

明

「求めるワイズから 行動するワイズへ」
「行動するリーダーになろう」
「すすめ 愛と勇気をもって」
「共に考え 共に活動」
「今 何をなすべきか 共に考え行動しよう」

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：イエスは、別のたとえを持ち出して、彼らに言われた。「天の国はからし種に似てい
る。人がこれを取って畑に蒔けば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜
よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。」
マタイによる福音書１３．31－32

２００５年 9 月 強調月間
Menette
ファミリーで参加できる例会を企画し、絆をふかめよう！
菅 美代子メネット事業主任
☆☆☆9 月例会案内☆☆☆
☆☆☆8 月例会報告☆☆☆
日時：9 月 8 日 (木) PM
7:00～8:00
[第二例会]
場所：長町研修館
一階
第五学習室
日 時：8 月 25 日(木)PM7:00～9:00
会費：1,000 円（食事代）
:(会員は不要)
場 所：金沢 YMCA
＊＊＊プログラム＊＊＊
出席者：川村君・川上君･北君・髙木君・三谷
司会
：平口君
君
開会・点鐘
：川上会長
[第一例会]
ワイズソング
：一同
日 時：8 月 11 日(木)PM7:00～9:00
今月の聖句
：司会者
場 所：長町研修館
ハッピーバースデイ
：司会者
出席者：川上君・川村君・北君・髙木君･
卓話｢中部部長を勤め終えて｣：川村前中部部長
平口君・三谷君・吉本君
委員報告
：各委員
卓 話：｢眼を大切に｣
川上 明 君
ニコニコタイム
：吉本君
人間の眼に関する働きや構造の説明に始
閉会・点鐘
：川上会長
まり近視･遠視･白内障･緑内障･加齢黄斑変
性症･網膜剥離等の症状や原因に付いて断
例会終了後、前中部役員のご苦労さま会を行います
面図を用いて説明をしていただきました。
場所
能登きりこ茶屋 おっちゃん
○ ９月のハッピーバースデイ
(旧 割烹 おがわ)
作田健意君 9 月 29 日
片町 2-7-15 旧 大藪小路 作田外江さん 9 月 25 日
電話
222-0883
吉本倭子さん 9 月 10 日
会費
5,000 円 ○ 10 月の司会者
三谷君
○ 10 月の準備当番
吉本君
8 月在籍者
正 会 員
広義会員

8 月出席者
8名
0名

8名

メ ン
メネット
コメット
ゲ ス ト

7名
0名
0名
0名
7名

8 月出席率

BF ポイント

87.5％
(メーキヤップを含
む)
87.5％

8 月分切手
150ｇ
8 月分現金
0円
前年度繰越分
切手 1000ｇ
現金
0円

ニコニコタイム
8 月分

6,622 円

累計

11,146 円

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT”

犀川クラブ９月以降年間行事&活動等予定

すすめ、愛と勇気をもって

9 月：中部部会･中部評議会
日時 2005 年 9 月 18 日(日)
場所 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)
ホストクラブ 名古屋南山ワイズメンズクラブ
出席予定者 川上、川村、北、髙木、三谷
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 10 日(月)
農林 31 号 500kg 一箱(10 ㎏)1700 円
親睦バーベキュー 2 日(日)11 時～
医王の里 メン 1500 円 ゲスト 2000 円
女 性 1000 円
11 月：中部部長公式訪問 10 日(木)
金沢国際ホテル
12 月：クリスマス例会
ユニセフ街頭募金
1 月：次期クラブ役員選出例会
2 月：新春一泊例会
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
第 9 回西日本区大会
2006 年 6 月 10 日(土)～11(日)
名古屋国際会議場･白鳥ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ
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(各自は食事を済ま
せて集合してください)。
連絡事項 卓話について｢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(クラ
ブ会長)。使用済み切手をクラブ例会に御持参
ください(クラブ B.F)。
長浜クラブより
9 月 10 日(土)11 日(日)山代温泉「菖蒲亭」
に親睦旅行で来られます。当クラブへ参加の打
診がありました。希望者は会長までお申し出下
さい。

“Go forward with Love and Courage”
西日本区理事 佐野文彦
西日本区の皆様暑中お見舞い申し上げます。
本格的な夏の到来です。ＹＭＣＡに子供たちが
帰って来る時です。学校が休みになり、子供たち
が自然との共生を通して人とのふれあいや連帯
感を体験するキャンプ．スイミング、親子で参加
する林間学校など人格形成に役立つプログラム
に参加して欲しいです。中．高校生は目を海外に
向けてワークキャンプやスタデイツアーにも参
加すれば、きっと彼らの人生観が変わります。
さて、ワイズの皆様はきっと新旧の役員引継ぎ
を行って新会長の活動方針のもとで決意を新た
にされたところと思います。ワイズメンズクラブ
ははじめから仕事が与えられているのではあり
ません。“如何にＹＭＣＡと協働して自分のヴィ
ジヨンを実現するか”を「考え、実行」してゆく
組織であります。したがって自分たちの共通の目
標が理解され会員相互の信頼がなければ、ワイズ
運動も遅々として進みません。親睦と友情を育み
ながら次の奉仕活動を話し合って実践してゆく
のが健全なクラブのあり方でありましょう。より
多くの仲間を誘ってワイズダムの素晴しさを体
験して下さい。夕べに涼を求めて集る時にはメネ
ットやコメットも仲間に入れてやって下さい。こ
の家族中心のワイズメンズクラブこそ他のボラ
ンテイアグループにはない特徴なのです。家族を
大切にするワイズの心こそ、社会奉仕への原泉と
なりましょう。
子供も大きくなると、親より友達の方を大事に
する様になります。親から離れ自分なりの秘密を
もって友人と行動を共にするようになります。
「自立」というより｛仲間はずれ｝を恐れ、思わ
ぬ方向に突っ走って社会の非難を受けることが
あります。私はこの様な集団行動をＹＭＣＡのプ
ログラムの中に活用出来ないか、いつも考えてき
ました。
そして彼ら若者のパワーに眼を向け、彼らの考
えを聞きながらワイズダムの話しをすれば私た
ちに賛同してくれるユースが現われるかも知れ
ないと考えています。そんな訳でＹ３ｗｅｓｔ．
ユース．クラブの再構築を願っているのです。
この月は京都ウェルクラブが誕生します。うれ
しい限りです。でもこのクラブ誕生に至るまでの
京都プリンスクラブの皆様のご苦労に対し最大
の敬意と感謝を申し上げます。おめでとう御座い
ます。そしてありがとう御座いました。
また、韓国ソウルでは第 21 回アジア地域大会
が行われます。国境を越えた友情交歓とＩＢＣ活
動に燃えてください。
最後に暑い季節柄、ワイズの皆様のご健勝をお
祈り申し上げます。

8 月第一例会卓話「眼を大切に」を聴いて
平口 哲夫
くらち眼科医院の事務局長をしておられる川
上会長の卓話を伺って思いだしたのは、亡き父
が 60 歳過ぎてから片目が突然、網膜剥離にな
って手術を受けたことである。「とんだところ
に伏兵がいた」とは父の弁である。幸い手術は
成功して事なきを得たが、強度の近眼の人は網
膜剥離にかかりやすいという。私はさほど強い
近視ではないが、日ごろ眼を酷使した生活をし
ているので、注意しなければいけないと思った。

