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国際会長主題      「希望の灯となろう」“Be the light of Hope” 

スローガン   「わかち合いは微笑みをもって」“Share with a smile” 
アジア会長主題     「希望の灯となろう」“Be the light of Hope” 

スローガン   「より良き奉仕のために共に働こう」“Working together to serve better” 
西日本区理事主題     「思いやりを持ってワイズライフを！-わかち合いは微笑みをもって-」 
                                             “Enjoy Y’s life with Consideration! - Share with a smile-” 
中部部長主題      「楽しくワイズ、スクラム組んで」 
金沢犀川クラブ会長主題 「地球的に考え、足元で行動しよう」“Think globally and act locally” 

会長：平口哲夫 副会長：三谷信三 書記：北肇夫 会計：髙木啓一 直前会長：川村孝治 

今月の聖句：愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに

愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。 ローマの信徒への手紙１２．9－10 

 

２００８年１１月強調月間 

Public Relations Wellness 
誇りと自信をもつてワイズダムの活動を地域の人々にアピールしましょう 存在感を示すのです。 

中掘 清哲 広報事業主任 

☆☆☆10 月例会報告☆☆☆ 
[第一例会]  

日 時：10 月 11 日(土)13:00～15:00 

場 所：松任グリーンパーク・バーベキュー場 

出席者：谷川 修 中部部長、川村君、北君、作田君、

澤瀬君、髙木君、平口君、三谷君        

[第二例会]  

日 時：10 月 23 日(木) 19:00～21:00 

場 所：金沢 YMCA 

出席者：川村君、北君、澤瀬君、髙木君、平口君 

金沢わいわい寄席 

日 時：10 月 31 日(金) 19:00～20:00 

場 所：石川県立音楽堂 B1F 交流ホール 

☆☆☆11 月第一例会案内☆☆☆ 

日 時：11 月 13 日(木)   19:00～21:00 

場 所：兼六城下町 2階「芳春の間」 

      金沢市兼六町 2-5 TEL 076-210-8111

会 費：2,500 円（メンバー不要） 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

司 会                   ：三谷君 

開会・点鐘          ：平口会長 

ワイズソング         ：一 同 

今月の聖句          ：司 会 者 

ハッピーバースデイ      ：平口会長 

ゲストスピーカー紹介          ：平口会長 

食前の感謝          ：三谷 君 

――会   食―― 

卓 話 「一外国人から見た日本―まちづくり・

歴史的記憶・宗教心―」 

：Chipriano Bontacchio 司祭

（カトリック金沢教会）

事業委員報告         ：各 委 員 

ニコニコタイム        ：澤瀬  君 

閉会・点鐘          ：平口会長 

＊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イ 髙木君 11 月 2 日 

京都ｷｬﾋﾟﾀﾙﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 25 周年例会  

11 月 1 日(土)14：00～、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 

大阪ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 80 周年記念例会  

11 月 8 日(土)16：30～19：30、ｽｲｽﾎﾃﾙ南海大阪

京都めいぷる 25 周年記念例会  

11 月 23 日(日)18：00～21：00、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都

12 月クリスマス例会（第一例会） 

12 月 11 日(木)19：00～21：00、兼六城下町 

12 月の当番 司会：川村君、準備：北君 

 
当クラブ 10 月出席者 10 月出席率 ＢＦポイント ニコニコタイム 

正会員    7 名 

広義会員    0 名 

 

メ ン     7 名 

メネット    名 

スピーカー    名 

 

ゲ ス ト      1 名 

        100％

メイキャップ   名

前年度繰越 1,390ｇ 

10 月分切手    0ｇ 

今年度累計 

切 手  0ｇ 

現 金   0 円 

10 月分 526 円 

 

合計     7 名           8 名            100％  合計     1,390ｇ  累計    17,269 円 



10 月 EMC・中部部長訪問・バーベキュー例会 
                    髙木啓一 

 昨年のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ例会は、Y’s ポテト受取時から雨

に降られたのと多少の手違いとが重なり、当日急遽、

北君の機転で通常の例会会場(兼六城下町)にて中

部部長をお招きし行われました。今年は作田君のご

尽力で、松任ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場を会場に選ん

でもらいました。 

“誰かさん”の日頃の行いのせいか、今年も午前の

Y’s ポテトの受取時間には最も激しく雨に降られまし

たが、午後からのﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰを始める時には、これま

た“誰かさん”の日頃の行いが功を奏してか、すっきり

と雨が上がりました。谷川中部部長をお招きしての例

会だけに、一安心しました。 

事前情報では会場はﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽだから降雨の心

配は要らないとのことでしたが、会場に到着して驚き

ました。鉄骨作りのガラス張り温室ハウスにしか見えま

せん。中へ入ると何箇所ものﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺﾝﾛの後方に

は古民具、古農具並びにレトロな家電製品が所狭し

と、陳列（放置？）してあり、不思議な雰囲気でした。

その他のｶﾞﾗｽﾊｳｽにはﾏｽｸﾒﾛﾝや胡瓜などが栽培さ

れていましたが、空きハウスが目立ちますので、昨今

の異常な原油高のせいでボイラーの燃油代との採算

が合わないのかな、などと勝手に想像をめぐらせなが

ら秋刀魚、ズワイ蟹、松茸等をコンロで焼き上げ食し

ました。 

泡の立つ“麦茶”を呑みたい欲求と戦いながら無

事 3 時前に閉会しました。来年はソコントコ、ヨロシク。 

 
谷川中部部長（写真中央）は、“楽しくワイズ、スクラム

組んで”料理もテキパキとお手伝いくださいました。 

 

中部部長訪問を終えて 
中部部長 谷川 修 

紅葉の便りが山からおりてきました。先日は、公式

訪問に際して、何かとお気づかい、心温まるお出迎

え、ありがとうございました。 

久しぶりのﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、それもカニの丸焼き（初めて

食べました）大変心にのこる会食、例会でした。皆さ

んも私もそうですが、ｱﾙｺｰﾙが飲めないのが、仕方

のないことですが、残念でしたね。 

19日のEMCｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑにも遠路お二人もご参加下

さりましたことも合わせて御礼申し上げます。ワイズの

楽しさ拡大にこれからもよろしく。 

（会長宛にいただいた礼状を転載） 

中部ＥＭＣシンポジウム参加記 
EMC 委員長 三谷信三 

10 月 19 日名古屋 YMCA にて開催されたｼﾝﾎﾟｼﾞ

ｳﾑに金沢、名古屋南山の 2 ｸﾗﾌﾞ以外の参加で行わ

れた。元気のよい四日市ｸﾗﾌﾞの松岡紀生君の成功

事例発表を聞き、ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝに入った。 

各人の人脈を再確認し、40 代の若い人（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

を行いたい人が多い）をﾀｰｹﾞｯﾄに例会に招く。その

ために例会は楽しいものにする。例会の前に若い人

や女性のために別のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを組む。 

YMCA、Y’s というと、ｷﾘｽﾄ教の信者の団体と同じ

と思われがちだが、信仰による人類愛の話をし、ある

有名なお寺の住職をﾒﾝﾊﾞｰにしたという例が紹介さ

れた。 

食事、会費、例会の場所については、いろいろの

意見が出たが、入会、退会に関係があまりない。それ

より楽しい例会、充実した例会、魅力ある例会をする

ことが第一。ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰのいる YMCA を例会の場

所にしているｸﾗﾌﾞは Y’s の活動を見ることによりﾒﾝﾊﾞ

ｰになりやすい。 

10 名に満たないｸﾗﾌﾞ、金沢の 2 ｸﾗﾌﾞの 10 年後を

真剣に考えなければ大変なことになる。2 ｸﾗﾌﾞ全員が

EMC 委員になったつもりで、ﾒﾝﾊﾞｰ 10 名以上のｸﾗﾌﾞ

になるように１月 25 日の中部 EMC ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに参加

しよう。 

 

第 6 回金沢わいわい寄席に参加して 
実行委員 平口哲夫 

10 月 31 日（金）石川県立音楽堂 B1F 交流ﾎｰﾙで

開催された金沢わいわい寄席は、220 名の参加者が

あり、なかなか盛会でした。金沢 YMCA の小野さんが

司会をし、朝倉金沢 YMCA 理事長の開会挨拶のあと、

森乃福郎師匠の「無いもん買い」、笑福亭松五さんの

「つる」、福郎師匠の「まんじゅうこわい」という三題の

落語が演じられました。 

ご両人の、舞台に立つ前の緊張した面持ち、お噺

中の豊かな表情、演技が終わったあとのﾘﾗｯｸｽしたご

様子を見ていて感銘を受けます。私も中学生のとき

に演劇部員として何度か舞台に立ったことがあります

ので、演技前、演技中、演技後の心境変化に共通し

たものを感じます。 

閉会挨拶を担当することになったので、金沢

YMCA で腹話術入門が開講されることを紹介しようと、

口パク人形を連れて参加したのですが、練習せずに

いきなり臨んだものですから、思ったようにはいきませ

んでした。頭の中にあった台詞は、以下の通り。 

私：「弥生ちゃん、落語おもしろかった？」 弥生：

「うん。楽しかった。ﾜｲｽﾞって賢い人の集まりなの？」 

私：「そうありたいけど、YMCA の大人たちの集まりの

ことを意味するんだよ。」 弥生：「ふーん。」 私：「今

年秋から金沢 YMCA の腹話術入門が始まるよ。弥生

ちゃんも参加してみるかい？」 弥生：「うん。でもわた

しが腹話術をすると、どうなるのかしら？」 

 

金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

http://ys-saigawa.web.infoseek.co.jp/kanazawa-YMCA.html 


