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２００６年１２月 強調月間 

ＥＭＣ－Ｍ 
ワイズメンになってよかったと思うとき、その感謝の気持ちを、メンバー獲得の努力に向けてく

ださい。例会は、自己を磨く最高の場所です。“例会の内容”と“例会のあり方”を今一度再考し

工夫してみましょう。                    井之上温代ＥＭＣ事業主任 
                                        

☆☆☆11 月例会報告☆☆☆ 
[第一例会] 金沢犀川・金沢合同例会 

日 時：11 月 9日(木)  19:00～21:00 

場 所：金沢ワシントンホテル 2F 

出席者：川村君・北君・作田君・髙木君・平口君・三谷君

栗原正明中部部長・薦田正男津クラブ会長 

金沢クラブから   

伊藤君・小笠原君・影山君・数沢君・草野君・ 

澁谷君・山内君・山谷君（メン 8名） 

伊藤さん・数沢さん・高口さん・山内さん 

（メネット 4 名）

[第二例会] 

日 時：11 月 22 日(水)  19:00～21:00 

場 所：北間楼  

出席者：川村君・ 北君・髙木君・平口君 

☆☆12 月金沢犀川･金沢クリスマス合同例会☆☆
日 時：12 月 21 日(木) 18:30～20:30 
場 所：金沢ニュ－グランドホテル 
会 費：4,000 円（マゴメットは 1,000 円） 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 
総合司会                ：山谷君(金沢) 
開会・点鐘         ：草野会長(金沢) 
ワイズソング        ：一 同 
今月の聖句         ：司会者 
ゲストスピーカ紹介     ：澁谷君(金沢) 
☆讃美のとき 司会     ：小笠原君(金沢) 
讃美歌  111       ：一 同 
聖 書    ルカによる福音書 ２．1－14 
メッセージ 「あなたがたは見つけるだろう」 

    日本基督教団金沢教会  横井伸夫牧師 
ハッピーバースディ    ：草野会長（金沢） 
クラブメンバー紹介    ：各クラブ会長  

☆会食のとき 
食前の感謝        ：平口君 

☆親睦のとき 
ビンゴゲームほか     ：山内君(金沢)      

委員会報告 金沢･金沢犀川  ：各委員長        

ニコニコタイム       ：影山君（金沢） 
ＹＭＣＡの歌        ：一 同 
閉会・点鐘         ：川村会長 
新年度会費後期分又は１年分納入願います。 

第一例会に使用済み切手をご持参ください。 

 

☆今月のハッピーバースディ 

北佳子メネット  12 月 3 日 

☆1 月の当番 

司会者：北君、準備：作田君 

☆ユニセフ(国連児童基金)募金 

日時：2006 年 12 月 23 日(土) 13：30～14：30 

場所：例年通り竪町入り口で行ないます。 

会員皆様のご協力をお願いします。 

☆金沢ＹＭＣＡ早天祈祷会 

1 月 1日はお休みに致します。 

今月の聖句 エッサイの株からひとつの芽が萌えいでその根からひとつの若枝が育ち 

      その上に主の霊がとどまる。                                                 

イザヤ書１１．1－2 

11 月在籍者 11 月出席者 11 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    6 名 

メネット   0 名 

コメット    0 名 

ゲ ス ト    0 名 

ビジター   14 名 

        75% 
 

メイキャップ     0 名

    

11月分切手     0ｇ 

今年度累計 

切手  1,060ｇ 

現金      0円 

11 月分   15,750 円 

合計       8 名 20 名              75%   累計     50,272 円



金沢・犀川公式訪問つれづれ紀行 
 中部部長 栗原正明（四日市クラブ） 

11 月 9 日金沢・金沢犀川クラブ合同例会に公式

訪問させていただきました。7 月 23 日の役員・会

長懇談会の際に決めた公式訪問の最初の予定です。 
秋一番の好天に恵まれて、車は快適に東海北陸

自動車道で郡上八幡を過ぎ、荘川を通って昼前、

観光シーズンでにぎわう白川郷の合掌造り界隈に

たどり着きました。建築工法に興味があり初訪問

の私のため、薦田流の無言のサービスなのでしょ

う。今朝 7 時半に桑名駅集合だったので、薦田さ

んは 6 時半には自宅を出たはず。白川郷の中の手

打ちそばをすすりながら、今期のこと、今夜の金

沢・犀川公式訪問のあれこれが頭をよぎりました。 
小矢部栃波 IC から富山へ。事前に連絡を取り合

っていた富山Yの島田総主事から元ワイズメンの

松浦氏に会う事を勧められ、松浦氏と旧知の薦田

さんにアポをとってもらっておりました。松浦氏

は自動車販売を手広く営業されており、人柄が温

厚で声に深みがありハンサムな人。社員の方々の

感じがいいことを何度か留守中の電話で感じてい

ました。ワイズメンにはうってつけの人物と見ま

した。さっそく富山ワイズの現状と構想に関して

の計画をお聞きいただきました。話の中に関係者

への繊細で暖かい配慮が伺え感服しました。この

人が富山Yのレイマンにいるなら将来とも太鼓判

だと確信、「3 月末ごろまでに基礎的環境が整えば

4～5 人位からいけるでしょう」と、松浦氏の口か

ら期待通りの心強い言葉が返ってきました。湧き

上がってくる嬉しさを抑えられず、握手している

ツーショットを薦田さんに頼みました。再開を願

って別れたあと、金沢に向かう高速道路を走りな

がら「神様にわれわれの願いが通じた」と感謝し

ているうちに、うっかり金沢 IC を通過！ 
合同例会の会場は金沢片町ワシントンホテルプ

ラザの 2F。スピーチのテーマは「北陸地区のクラ

ブ活性化について」。①感謝とご挨拶、②理事方

針・重点事業と中部の課題・目標との整合性、③

中部と他の部の現状と特性（中部のありたい姿を

明確にすること）、④緻密な中部 MC 中長期計画

の必要性、⑤富山を含めた金沢 2 クラブの緻密な

発展計画は、の順に話を進めました。20 分ほどの

つもりが、40 分ほど話してしまいました。事業の

成長 4 サイクル SWOT 分析の活用や、計画を立て

る場合にまず Must と Want にわけて見ることなど、

こんな話も僭越ながら活性化の一助になればと思

い、以前の研修資料をコピーして事項書と共に配

布させていただいた次第です。部長メッセージを

真剣にお聞きいただいた両クラブの皆様に感謝申

し上げます。 
二次会のカラオケではいつもより多めに歌わせ

てもらったので、少ない人にごめんなさい！愉快

な交わりでした。貴重なワイズの思い出がひとつ

増えました。120％達成！ 
活性化には具体的目標と緻密な中長期計画立案

の実行が大切です。ありたい（あるべき）姿と現

状の差こそ課題であり、発展計画立案の原資です。

ですから、会員の総意がどれ程「そうなりたいか」

にかかっているのだと思います。誰かがそのこと

への思いを深めて他者に伝え、感化された一人が

別の二人へというプロセスが継続された時、目標

実現の可能性が高まるわけです。一人が二人のス

ポンサーになれば 4 ステップで 31 名になります。

これも「中部ワイズダム 120」なんです。「一人が

二人を増員、二人が一人をサポート」の在り方を

提唱いたします。 
翌朝、薦田さんに散歩に誘われ 6 時半ごろホテ

ルを出て、武家屋敷界隈から早朝無料の兼六園へ。

そして勇壮な金沢城を左手に見ながら近江町市場

へたどり着く。活気のある通路に入り旨そうな蟹

を横目で見ていると、昨夜のカラオケの曲が耳内

でプレイバック。 
金沢犀川クラブの段取りで開催された合同例会

に感謝しつつ、もう 1 日ミーティングを持ちたい

気持ちを抑えて 9 時過ぎに発ちました。帰りの北

陸自動車道も快適で、薦田さんとは 14 時前に桑名

駅で別れました。わたしが運転、ナビが薦田さん

のコンビは意外に良かったと思います 
後日談になりますが、23 日金沢クラブ草野会長

から、苦慮の末、部長輩出、部会主管をパスした

い旨の丁重なメールをいただきました。やむなく

名古屋クラブへ駒は譲られますが、今後とも、「こ

ころ熱くし今日も輝く－中部ワイズダム１２０

－」でよろしくお願いします。2～3 年先のありた

い姿を望みながら、もっと今期を楽しみましょう。 
 
ながまちふれあいフェスティバル２００６ 

         北 肇夫 
去る 11 月 23 日(祝)10：00～15：00、長町研修

館とその周辺で“ながまちふれあいフェスティバ

ル 2006”が開催されました。 
 実施団体や参加サークル数は 45 にもなり、幅広

い年齢層の皆さんが行事を盛り上げていました。

来場者も、ベビーカーの家族連れなど、子供たち

から大人までの幅広い年齢層で大賑わいでした。 
 当日は、くもり空でしたが、寒波の南下で肌寒

い一日でした。そのせいか、屋外模擬店の源平う

どん、おでん、とん汁、肉まん、焼いもなど温か

い食品は、早々と完売し、好評でした。 
 金沢 YMCA のブースは、１階出入り口に近い

第 5 学習室で、｢ポスター・写真・グッズなどの展

示｣により団体紹介をしました。これには、金沢

YMCA が中心となり、金沢と金沢犀川のワイズメ

ンやメネットが協力しました。 
 このフェスティバルでは、スタンプラリーも企

画され、当金沢 YMCA の会場にも 5 箇所のスタ

ンプ設置箇所のうちの１箇所があり、多くの参加

者が立ち寄ってくださいました。また、5 箇所全

部のスタンプを集めると、くじ引きで景品がもら

え、くじ引き場となった資料室は終始賑わってい

ました。 
 皆さん、来年もぜひ参加しましょう。     


