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国際会長主題・スローガン 「国境なき奉仕」“Service Without Borders” 
「示そうワイズ！ 伸ばそうワイズ！」“Let's Show－Let's Grow”          

アジア会長主題･スローガン「国境なき奉仕」“Service Without Borders” 
    「ワイズメンの旗の下に」“Let's join under the Y's Men's Flag” 

西日本区理事主題    「確信を持って前進しよう」"Let's move forward with conviction" 
中部部長主題      「絆をつよめ、広げようワイズの輪」 

金沢犀川クラブ会長主題 「輝け! 北斗七星のごとく」“Glitter like the Big Dipper” 
会長：平口哲夫 副会長：三谷信三 書記：髙木啓一 会計：北肇夫 直前会長：川村孝治 

 

今月の聖句：主はわたしを青草の原に休ませ 憩いの水のほとりに伴い 魂を生き返らせてくださる。

詩篇２３．2－3

２００７年１０月強調月間 

                                          ＢＦ 
BF ナイトを計画し、使用済切手の整理作業をしつつ親睦を図ろう。 

前田文夫ファンド事業主任（姫路グローバル）      

☆☆☆９月例会等報告☆☆☆ 

[第一例会]  ｢地震の話｣  : 室谷時男氏 

日 時：９月１３日(木) 19：00～21：00 

場 所：城下町兼六 

出席者：川村君、北君、作田君、髙木君 

平口君、三谷君 室谷さん     

[中部評議会・部会]  

日 時：９月１６日(月） 11:10～16:30 

出席者：川村君、北君、髙木君、平口君、三谷君

[第二例会]  

日 時：９月２７日(木) 19:00～21:00 

場 所：金沢 YMCA 

出席者：川村君、北君、髙木君、平口君 

 
Y’s ポテト入荷受け取り   
日 時：１０月８日(月)  9:00～10:00 
場 所：川村君宅駐車場 
第五回 金沢わいわい寄席 
日 時：10 月 20 日(月) 会場 18:30 開演 19:00 
場 所：金沢市文化ホール２階 大集会室 

☆☆☆１０月第一例会案内☆☆☆ 

 中部部長公式訪問 

日 時：１０月８日(月)  11:30～15:00 

場 所： 奥卯辰山健民公園 デイキャンプ広場 

金沢市若松町ｱ 32、TEL 076-264-0395 
会 費：1,000 円（会員不要 昼食費を含みます）

お願い：一人何か 1品（焼いて食べるものなど）を

お持ちください。

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

ＥＭＣ・バーベキュー例会 

司 会                 ：髙木君 

開会・点鐘        ：平口会長 

ワイズソング       ：一 同 

今月の聖句        ：司会者 

部長&ゲスト紹介       ：三谷君      

部長挨拶         ：三井中部部長 

ゲスト挨拶        ：澁谷 EMC 特別委員 
                   (西日本区 2000 推進ﾁｰﾑ)

食前の感謝        ：三谷君 

――会   食―― 

事業委員報告       ：各委員 

ニコニコタイム      ：北君 

閉会・点鐘        ：平口会長 
11 月の当番   司会：三谷  準備：川村君 

11 月例会の卓話 北川千恵氏（金沢若草教会長老）

 
 ９月出席者 ９月出席率 ＢＦポイント ニコニコタイム 

正会員    6 名 

広義会員    1 名 

 

メ ン     6 名 

メネット    0 名 

コメット     0 名 

スピーカー   1 名 

ゲ ス ト     0 名 

         100％

メイキャップ    名 

前年度繰越 1,260ｇ 

９月分切手      ｇ 

今年度累計 

切 手     ｇ 

現 金    円 

９月分     6,136 円

合計     7 名            7 名            100％                  累計       26,457 円



第 11 回中部部会に参加して 
平口哲夫 

９月 16 日(日)、名古屋国際空港のセントレアホ

ール・セントレアホテルで開催された第 11 回中

部部会に、金沢犀川クラブからは川村、北、髙木、

平口、三谷の 5 名が参加しました。 
北ﾒﾝと髙木ﾒﾝは往路 6：40 金沢片町発の高速バ

スを利用、川村、平口、三谷の 3 名は 11：10 開

催の中部評議員会に遅刻しないように 6：25 金沢

発のＪＲ特急しらさぎ 2 号に乗車。同列車には金

沢クラブの伊藤ﾒﾝ・ﾒﾈｯﾄ、草野ﾒﾝ・ﾒﾈｯﾄ、澁谷ﾒﾝ、

山内ﾒﾝ・ﾒﾈｯﾄも乗っておられました。名古屋駅か

らは名鉄名古屋本線特急に乗車、10：00 に中部国

際空港に到着、といえばその通りなのですが、名

古屋駅でＪＲから名鉄に乗り換えるときにまご

ついたのは滑稽でした。セントレアでも評議員会

等が開催されるセントレアホールにすぐにはた

どり着かず、フェローシップ（15：00～17：00）
の会場となったセントレアホテルの方に先に行

ってしまうなど、まるで「おのぼりさん」のよう。 
中部評議員会は盛りだくさんのプログラムを

時間内にこなすため、手間取りそうな議案は継続

審議となりました。たとえば、部則第 9 条「部評

議会」の第 2 条の後に「２．以上の構成役職のう

ち、1 名が 2 つ以上の役職を重複する場合は、部

役職を優先させた 1 名の構成数とみなす」を付け

加えるという原案について、「部役職を優先させ

た」という文言はいらないのではないかと私は質

問したのですが、検討を要するということで部則

改正案は継続審議扱いとなりました。 
なお、広報事業の報告に「金沢わいわい寄席 

金沢 YMCA 主催で金沢・金沢犀川クラブ 2 クラ

ブがサポート」と記されていましたが、2006 年度

から金沢わいわい寄席は金沢・金沢犀川 2 クラブ

主催、金沢 YMCA 共催という形をとることにな

ったので、訂正をお願いしておきました。 
 中部評議員会を終えて、昼食をとろうとセント

レア内の“城下町風”飲食店街をうろついてみた

ものの、どこも順番待ちの盛況なので、弁当を買

って食べることにしました。 
 中部部会の式典（13：30～14：30）とその後の

フェローシップを通じての印象ですが、びわこ部、

京都部、阪和部の方々が大勢参加して盛んにアピ

ールしておられ、特にフェローシップでは、次回

の西日本区大会が奈良で行われることに加えて、

この秋に各部のクラブで記念行事が行われるこ

とから、その宣伝が会場を賑わしましたので、“中

部”というより“西部”の雰囲気に満たされてい

るみたいでした。中部も西日本区内ですから当然

といえば当然ですが・・・。 
 帰路、ＪＲ利用の三谷ﾒﾝ以外は、高速バスを利

用し、深夜、金沢片町に到着。そこで皆さんと別

れ、あの会場の賑わいとは対照的に人気のない道

路を歩きながら、「山椒は小粒でもぴりりと辛い」

クラブであればいいが、「塩の効きめ」をなくし

たらだめだな、などと思いつつ帰宅しました。 

中部 EMC シンボジュウムに参加して 
三谷信三 

日 時：8 月 25 日（日）14：00～16：30 
場 所：名古屋 YMCA 
講演者：西日本区 EMC 事業主任   澤田賢司  
    西日本区 2000 推進委員長  松岡義隆 

2007 年 7 月 1 日現在の西日本区の会員数は

1,630 名で前年同期より 21 名の減少。この 10 年

間で 350 名減少し、特に中部の減少が著しい。区

の財政の収支バランスからみて少なくとも 1,800
名の会員が必要であり、不足分は繰越金を充てて

いるのが現状です。各クラブの例会に参加された

澤田事業主任、松岡推進委員長が、クラブの現状

を分析し、クラブ名、個人名まで挙げて、会員増

強を今までにない強い姿勢で訴えられました。 
80 年の歴史を築いてこられた先輩たちの叡智

を受け継ぎ、例会運営の基本を大切にしたいもの

です。たとえば、例会にスーツ、ネクタイ、バッ

チ着用で出席するのはステータスを示すもので

あり、ゲストに対する礼儀でもあります。点鐘で

始まり、点鐘で終わるなどのセレモニーもきちん

と行いましょう。ニコニコタイムも何か一言添え

て献金。このような基本を大切にしながら例会内

容の向上を図り、会長の方針である 3 名増員に結

び付けたいと思います。 
 

11 月第一例会のご案内 
 下記のごとく開催いたします。お誘いあわせご

参加ください。 

日 時：2007 年 11 月 8 日(木)19：00～21：00 

場 所：「兼六 城下町」（旧・ラポート兼六） 

兼六園に向かう紺屋坂の途中、左側 

（金沢市兼六町 2-5、TEL 076-210-8111） 

＊本施設には駐車場がありませんので、兼六園下

の有料駐車場等をご利用ください。 

会 費：2000 円（夕食代を含みます。会員無料。） 

卓話者：北川千恵氏（金沢若草教会長老） 
話 題：変わりゆく歴史学 
要 旨：最近のテレビや書物をみていると、今ま

であまり知られていなかった歴史を発見したり、

歴史の再解釈を試みたりする企画が多いように

思います。これは 1970 年代ごろから始まった歴

史学の大きな変化と関係があります。歴史学はど

のように変わったのか、そして今も変わり続けて

いるのか、私が大学・大学院の学生時代、西洋史

研究室で経験したエピソード―『近代世界システ

ム』（Ｅ・ウォーラーステイン）の講読ゼミ、翻

訳者である川北稔氏をお招きしての（まさかの）

講演会実現、ラテン語演習の苦労、コンピュータ

導入期のさまざまな失敗談など―を織りまぜな

がら、16～18 世紀英米史研究の変遷を中心に紹介

していきたいと思います。 
参加申込：11 月 6 日(火)までに、お知り合いの金

沢犀川ワイズメンズクラブ会員を通して準備当

番（川村 TEL/FAX 076-298-2888）にお申し込みく

ださい。   


