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国際会長主題      「とにかくやろう-成せば成る」“Audere est Facere – To dare is to do” 
アジア地域会長主題   「とにかくやろう-成せば成る」“Audere est Facere – To dare is to do” 

スローガン     「信念をもって使命をはたそう」“Mission with Faith” 
西日本区理事 主題   「ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献」 

“Contribute to the Community through Active Services with Love.” 
       副題   「理想を目指して変革と行動!」 

“Change Ourselves and Take Actions toward Our Lofty Goal” 
中部部長主題       先ず、一歩 ―楽しもう、学ぼう、働こう、そしてつなげよう― 

金沢犀川クラブ会長主題 「わくわく例会 広げよう仲間の輪」 
“Energize Our Meetings, Widen Our Circle of Friends” 

会長：北肇夫 副会長：澤瀬諭 書記：髙木啓一 会計：川村孝治 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
だね

に似ている。

人がこれを取って畑に播
ま

けば、どんな種
たね

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 
 

2011 年 10 月強調月間 
BF 

使用済み切手は世界のワイズメンの理解と交流へ導く扉です。「当たり前のことを当たり前に実行す

る」ことが目標達成の一番の近道です。              三牧 勉 ファンド事業主任 

☆☆☆9 月例会報告☆☆☆ 
[第一例会]9 月 19 日(月・祝)13:30～16:30、｢桜坂

河岸緑地｣集合。出席者：川村君・北君・澤瀬君・

平口君・三谷君、川村ﾒﾈｯﾄ・北ﾒﾈｯﾄ・澤瀬ﾒﾈｯﾄ・平

口ﾒﾈｯﾄ・三谷ﾒﾈｯﾄ、瀧上彰・島由冶・小泉普・宇

野晃・関戸照枝・木戸のり子・田中たえ子・瀧平

才冶・瀧平洋子・新坂恭士（ｹﾞｽﾄ、敬称略）。 

[第二例会]9 月 22 日(木)19:00～20:40、金沢 YMCA、

出席者：北君・平口君・三谷君。 

東日本大震災復興支援 金沢YMCA街頭募金 10月

8 日(土)12：00～13：00、片町の竪町商店街入口。

ワイズポテト入荷 10 月 10 日、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ特別例会

に支障のない時間帯に山内君宅に参集。ご都合の付

かない方は、川村君にご連絡を。 

秋のｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 10 月 16 日(日)7：00～8：00、
新桜坂緑地(W 坂周辺)。 

☆☆☆10 月第一例会案内☆☆☆ 

バーベキュー特別例会 

日 時：10 月 10 日(祝・月)  15:00～18:00 

場 所：内灘町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ 

石川県河北郡内灘町字宮坂に1番地3(286-3766)

会 費：2,500 円 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

司   会              ：三谷君 

開    会        ：北 会長 

ワイズソング       ：一 同 

今月の聖句        ：司会者 

ゲスト紹介        ：北 会長 

食前の感謝        ：平口君 

――会   食―― 

事業委員報告       ：各委員 

ニコニコタイム      ：川村君 

閉      会        ：北 会長 

 

＊飲酒される方はマイカー厳禁 

今月のﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｲ 該当者はいません。 

11 月の当番  司会：川村君、準備：澤瀬君 

＊例会の際に使用済み切手をご持参ください。 
 

当クラブ 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    0 名 

 

メ ン     5 名 

メネット    5 名 

ビジター    名 

ゲスト      11 名 

        83％

メイキャップ  0 名

前年度繰越 3,006ｇ 

9 月分切手   0ｇ 

今年度累計 

切 手   30ｇ 

現 金    0 円 

9 月分     0 円 

 

合計     6 名         21 名           83％  合計     3,036ｇ  累計 27,819 円 



◆2011-2012 第 1 回中部評議会の報告◆ 
会長 北 肇夫 

2011 年 8 月 28 日(日) 名古屋ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙで中

部部会に先立ち、12：00 から中部評議会が開催され

た。中部評議会は、この 1 年の中部の方向性を協議

する大切なものである。 

長谷川 中部部長の開会宣言･点鐘、八木 中部

書記の司会による定数確認後、①前年度事業報告、

②前年度会計報告・監査報告、③本年度部長方針・

事業計画、④本年度会計予算、⑤次期中部部長(荒

川文門ﾜｲｽﾞ)・次期部会ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ(名古屋南山ｸﾗﾌﾞ)の

確認、⑥次々期中部部長の確認(金沢犀川ｸﾗﾌﾞ)、⑦

部則改定の承認(中部部則第 9 条第 2 項：中部評議

会の構成員にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ委員長を加える)、その他の

議案審議があり、滞りなく承認された。 

最後に、大島 中部監事の挨拶と長谷川 中部部

長の閉会宣言･点鐘で無事終了した。 

 

◆第 15 回中部部会に参加して◆ 
副会長 澤瀬 諭 

 第 15 回中部部会に当ｸﾗﾌﾞから北会長、平口ﾜｲｽﾞ

と私の 3 名で出席させていただきました。 

 第一部式典では浅岡哲夫西日本区理事から祝辞

をいただき、第二部の後援会では東海ﾃﾚﾋﾞの高井一

氏の「ﾃﾚﾋﾞと私とことば」というﾃｰﾏのご講演を拝聴し

ました。 

また、ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟｱﾜｰでは「アルパトリオ」の演奏に

より心を癒されるとともに、ﾜｲｽﾞﾒﾝたちと親交を深め、

更なるﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞの発展を誓い合いました。 

 
（ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟｱﾜｰで同じﾃｰﾌﾞﾙになった方々と） 

 

◆9 月第一例会（ﾒﾈｯﾄ強調月間）◆ 

「初秋の寺町台そぞろ歩き」に参加して 

平口 哲夫 
  9 月 19 日（祝･月）13：20、小雨の中、桜坂河岸緑

地に集合。金沢観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ“まいどさん”（米

尾貞夫氏）の案内により、新桜坂緑地（Ｗ坂)、曹洞

宗長久寺（前田利春の三女で初代利家の妹 津世の

菩提寺）を経て浄安寺に向う途中、ﾄﾞｼｬ降りの雨に見

舞われました。 

浄安寺では、ご住職（伊藤明善氏）に金沢三大仏

（浄安寺の阿弥陀如来座像、東山玄門寺の阿弥陀

如来立像、東山蓮昌寺の釈迦如来立像）などについ

て、詳しい解説をしていただきました。浄安寺の大仏

は、延宝元年(1673)にご本尊として建立された一丈

六尺(約 5ｍ)の阿弥陀如来座像です。 

解説を伺っているうちに小雨となり、寺町鐘声園を

経て辻家邸宅・庭園に向いました。この辻家庭園は、

旧加賀八家の一つ横山家の一族、横山隆興が明治

期～大正期に尾小屋銅山開発に成功し、当時の額

で20万円（現在の約40億円相当）の巨費を投じて建

設した迎賓館施設の庭園部であり、京都の庭園師

「植治」こと小川治兵衛が設計した英国風自然庭園

です。当時は数万坪の規模でしたから、そのまま現

存すれば兼六園に比肩する名所となったことでしょう。

辻家当主の辻卓氏による解説のあと、急斜面に造成

された庭園を見学。旧市内にあるにもかかわらず、深

山渓谷のような趣に感嘆しました。庭園見学後、見晴

らしのよい一室でお茶とお菓子をいただきました。紅

葉の季節の晴れた日に、もう一度見学してみたいと、

参加者は口々に言っておりました。 

企画の良さに加えて、ﾜｲｽﾞ 5 名・ﾒﾈｯﾄ 5 名にｹﾞｽﾄ

10 名、計 20 名という多数の参加者があったという点

でも、今回の試みは大成功でした。 

 
（辻家庭園での記念写真） 

 

◆おいでませ！ ながまちふれあいﾌｪｽﾀ◆ 
北 肇夫 

恒例の“ながまちふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2011”が、今

年は諸事情で 10 日ほど繰り上げられ 11 月 13 日

(日)10：00～15：00 金沢市中央公民館長町館や周辺

緑地で開催されます。 

金沢 YMCA、金沢ｸﾗﾌﾞ、金沢犀川ｸﾗﾌﾞでは、各団

体活動をﾊﾟﾈﾙ紹介で行なってきましたが、それに加

えて、動画による紹介や金沢犀川ｸﾗﾌﾞ謹製の自然食

品「白山ぜんまい(乾物)」の販売を行なってはとの提

案が会員からあり、目下検討中です。 

今年のｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ募集は、東日本大震災の被災

地支援関連のものとなっており、優秀賞の発表はﾌｪ

ｽﾀ当日の開会式で発表される予定です。 

開催当日、会場の駐車場は利用できないので、公

共交通機関などを利用して多くの方がご来場くださ

いますようお待ち申し上げます。 

 

《 金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 》 
 金沢 YMCA についての情報は、金沢犀川ｸﾗﾌﾞが

管理しているﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 
http://ys-saigawa.web.infoseek.co.jp/kanazawa-YMCA.html 

 また、金沢 YMCA について新たな情報をお持ちの

方は、管理担当の平口までご一報願います。 


