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国際会長主題      「愛をもって 積極参加」 

アジア会長主題     「参画、そして感動を！」 

西日本区理事主題    「一人はみんなのために、みんなは一人のために」 

中部部長主題      「こころ熱くし、今日も輝く」 

金沢犀川クラブ会長主題 「もっと元気に 金沢ＹＭＣＡ」 
会長：川村孝治 副会長：平口哲夫 書記：髙木啓一 会計：北 肇夫 直前会長：川上 明 

 

 

２００６年７月 強調月間 

K i c k-Ｏ f f ＥＭＣ－Ｃ 
ゴールを目指して「大きくそして強く」キックしてください。クラブ一致団結して、会長をサポート

してください。ゴールは、努力することによっておのずと近づいてきます。常にクラブの健康を念頭に

おいてください。                        井之上温代 EMC 事業主任 
 

☆☆☆6 月例会報告☆☆☆ 

[第二例会] 

日 時：6月 22 日(木) 19:00～21:00 

場 所：金沢ワシントンホテル  

(チャイナテーブル)

出席者：川上君・川村君・北君・髙木君 

平口君・三谷君 

[第一例会] 

日 時：6月 8日(木) 19:00～21:00 

場 所：長町研修館 

出席者：川上君・川村君・北君・髙木君 

作田君・平口君・三谷君 

今 期：中部ファンド主査に髙木君が就任 

会長 川村君、副会長 平口君、書記 髙木君 

会計 北 君、直前会長 川上君に決定。 

 

☆☆☆7 月例会案内☆☆☆ 

日 時： 7 月 13 日(木) 19:00～21:00 

場 所：  長町研修館 第 3学習室 

会 費： 1,000 円（会員不要） 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

司 会                 ：北 君 

開会・点鐘        ：川村会長 

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       ：川村会長 

食前の感謝        ：平口君 

新･旧役員引継 

議事     前年度･事業･会計報告 

       新年度事業方針･予算審議 

       会則改定審議 

委員報告         ：各委員 

ニコニコタイム      ：吉本君 

閉会・点鐘        ：川村会長 

※食事は場所を変えて行ないます。（車厳禁） 

今月のハッピーバースデイ  

川村孝治君     7 月 25 日 

8 月の当番  

司会者 作田君  準 備 高木君 

今月の聖句：主は羊飼いとして群れを養い、御腕をもって集め子羊をふところに抱き、その

母を導いて行かれる。                イザヤ書４０．11 

6 月在籍者 6 月出席者 6 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   0 名 

 

 

メ ン     7 名 

メネット    0 名 

コメット    0 名 

ゲ ス ト    0 名 

 

          87.5% 
 

メイキャップ   0  名

     

 

6 月分切手    0ｇ 

今年度累計 

切手  810ｇ 

現金     0 円 

6 月分    3,650 円

合計    8 名 7 名               87.5% 810ｇ 累計      43,194 円



もっと元気に 金沢ＹＭＣＡ 
会長 川村孝治 

歴史ある金沢ＹＭＣＡでは、内に秘めたる大

きな力が再び大きな花を咲かそうとしていま

す。この金沢ＹＭＣＡを、犀川クラブとして今

こそ力強くサポートしていくべきだと思いま

す。もっと元気な金沢ＹＭＣＡになってもらい

たい、そういう熱い思いから「もっと元気に 

金沢ＹＭＣＡ」という主題を掲げさせていただ

きました。 

ワイズもＹＭＣＡもメンバー数の激減の中、

何とかして両方のメンバー数の拡大を強力に

推し進める必要があります。特に若手会員や女

性会員の入会が望まれます。 

地域奉仕もワイズにとって大きな柱の一つ

ですので、この事業を推進することにより、地

域における存在感が増すことでしょう。それは

クラブの広報活動やＥＭＣにもつながります。 

また、国際統一事業である“STOP HIV/AIDS”

に協力して行きたいと思います。ワイズメンズ

は国際的な問題にも目を向けなくてはなりま

せん。ＩＢＣ（国際兄弟クラブ）はもちろん、

なにか国際的に役立つ事業を一つでもできた

らと考えています。 

長年、犀川ワイズは長期のメイン事業を模索

してきましたが、いろいろな提案はあっても

「帯に短し襷に長し」で、クラブに合った事業

はなかなか見つかりません。今期こそは見つけ

たいと念願しています。 

 

06 年 6 月、クラブ会長を終えて 
川上 明 

犀川クラブを立ち上げてから 13 年の月日が

流れ、会員の平均寿命は確実に上昇し続けたが、

メンバー数は増減を繰り返しながら現在8名に

落ち込んでいます。歴代会長はそれぞれのやり

方でクラブの活性化と会員の増加に意を用い

てきたにもかかわらず、なかなか実績が上がら

ないのが実情です。 

残念なことに浅ノ川クラブさんは会員の高

齢化が主因で解散にいたり、私ども犀川クラブ

も金沢クラブもまた同じ悩みを抱えてもがい

ているのが現実です。ではどうすればこの悩み

を打開できるのでしょうか。私はこのテーマに

立ち向かうべく主題として「今 何をなすべき

か、共に考え行動しよう」を掲げ 1 年間活動し

てきました。しかし、結果は完全にエネルギー

不足で思うようにならず、反省点ばかりが浮き

彫りになりました。 

１．活性化のエネルギーとなる若手会員の増

強策をどうするか。 

２．地域社会に貢献できる、共感の持てる奉

仕活動を目標に掲げることが必要。 

３． クラブ行事に参加することが楽しい、待

ち遠しい、そんなクラブにしたい。 

４． メネットおよび女性会員をどうしたら

呼び込めるか。 

一方、良かったこと。 

１． 恒例の「たけのこ掘り体験特別例会」は

大勢のゲストの参加を得て好評だった。 

２． 一泊「新年特別例会」は膝突き合わせて

深夜まで討論ができて良かった。 

３． 金沢ＹＭＣＡ主催「わいわい寄席」に協

力。 

次期会長はバイタリティあふれる川村君で

あり、部長経験もあり、活気ある他クラブの活

動手法の良い点を積極的に取り込み、15 周年を

目前としているわがクラブの若返りと活性化

を大目標にして欲しいと思います。 

 

今期西日本区の重点目標  
西日本区理事 

１．会員増強「西日本区 2000 推進チーム」を

発足 

会員を増強されているクラブは「やる気」の

あるメンバーが常に本気になって会員増強に

取り組んでおられます。会長さんを先頭に、ク

ラブの皆様が「その気」になって取り組んでい

ただかない限り、会員の「自然増」はありませ

ん。 

２．国際統一事業である“STOP HIV/AIDS”へ

の取り組み 

ここ数年、日本・アジア・アフリカにおいて、

そして世界中で爆発的に HIV/AIDS の感染者が

広がっています。母子感染で HIV に感染し AIDS

を発症しても、満足に治療を受けることができ

ず、短い生涯を閉じる幼い子供の姿がメディア

で報じられています。小さくてもいい、私たち

の愛の手を差し伸べようではありませんか。 

３．クラブ独自の特徴ある奉仕活動の立ち上げ 

クラブに入会を見込めるゲストを迎えても、

そのクラブが具体的にどのような、意義ある活

動をしているのか示さなければ、入会は望めま

せん。クラブ独自の特徴ある活動を立ち上げま

しょう。そのことが沈滞しているクラブを蘇ら

せ、フレッシュ会員の勧誘、会員増強に必ずつ

ながります。 

 

〔金沢ＹＭＣＡ便り〕 

金沢ＹＭＣＡ早天祈祷会 
日時：毎月 1日 6：00～7：00 

会場：金沢YMCA集会室（金沢市里見町44－1－201） 

みどりっ子キャンプ 
日時：8月 5日(土)・6日(日)、場所：キゴ山少年

自然の家、お問い合わせ：TEL/FAX 076-221-5398 

＊振込用紙にて新年度会費の納入をお願いします。 

〔会員便り〕 
ＨＰ「金沢ひまわり平和研究室」を立ち上げました。

http://khp-home.web.infoseek.co.jp/ （平口） 


