
“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 

 

THE Y’S MEN’S CLUB OF 

KANAZAWA-SAIGAWA 
CHARTERED IN JUNE 12, 1993 

AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
Y’S MEN’S CLUBS 

THE SERVICE CLUB OF THE YMCA 
c/o YMCA：44-1, SATOMICHO, KANAZAWA, JAPAN 〠920-0998 �(076)221-5398 

http://www.ys-chubu.jp/saigaways/
 

国際会長主題     「世を照らす光となろう」“Be the light of the world” 

スローガン  「恵みを愛もて分かち合おう」“Share your blessings in love” 

アジア地域会長主題  「歳月は Y’ｓをワイズ（賢者）にする」“Years bring wisdom” 

        スローガン  「行動が活力を呼び覚ます」“Action vitalize life with strength” 

西日本区理事主題     「先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで、地域で、国際社会で」 

スローガン  「ワイズメンの満足度向上を 真摯に取り組もう」                          

中部部長主題     「前へ！ 声を掛け合い!」“Go forward! Call together!” 

金沢犀川ｸﾗﾌﾞ会長主題 「活力に満ちたﾜｲｽﾞﾗｲﾌを！」“Vitalize Our Lives at the Y’s Men’s Club !” 
会長：澤瀬 諭，副会長：川村孝治，書記：北 肇夫，会計：三谷信三，直前会長：北 肇夫 
 

今月の聖句：イエスは言われた。「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である

主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟
おきて

である。第二も、これと同じように重要である。『隣

人を自分のように愛しなさい。』律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」 

マタイによる福音書２２.37-39

２０１３年１月強調月間 

IBC・DBC 
IBC・DBCは交流が広がるツールです。ワイズの楽しさを最大限感じるために無締結クラブをなくしま

しょう。                       石田由美子交流事業主任（宝塚クラブ） 

☆☆☆12 月例会報告☆☆☆ 

[第一例会] 金沢・金沢犀川ｸﾗﾌﾞ合同ｸﾘｽﾏｽ特別例

会、12 月 20 日(木)18:30～20:30、金沢ﾆｭｰｸﾞﾗﾄﾞﾎ

ﾃﾙ、参加者：川村君・北君・澤瀬君・澤瀬ﾒﾈｯﾄ・

竹中君・平口君・三谷君、計 7名。 

[第二例会]12月27日(木)19:00～21:00、金沢YMCA

集会室、参加者：北君・澤瀬君・竹中君・平口君・

三谷君。 

名古屋東海ｸﾗﾌﾞ 1 月第一例会 1 月 11 日(金)18：45

～20：45、“ﾗ・ｽｰｽ ANN”ﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝ、卓話：平口君

「世界連邦運動と YMCA・ﾜｲｽﾞﾒﾝﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ」。 

西日本区次期役員研修会 1月13日(日)～14日(祝・

月)、ﾎﾃﾙｸﾗｲﾄﾝ新大阪、平口次期中部部長が参加。

2 月新春特別例会 2 月 10 日(日)～11 日(祝･月)、石

屋(金沢市深谷温泉)。  

今月のﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｲ 該当者なし 

2 月の当番 司会：川村君、準備：三谷君 

☆☆☆1 月第一例会案内☆☆☆ 

日 時：1月 24 日(木) 19:00-21:00 

場 所：兼六城下町“ﾎﾃﾙ兼六” 

金沢市兼六町 2-5 TEL 076-210-8111

会 費：2500 円 

準 備：川村君 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

司 会         ：竹中君 

開会・点鐘       ：澤瀬会長 

ワイズソング      ：一同 

今月の聖句       ：司会者 

ゲスト紹介       ：司会者 

食前の感謝       ：平口君 

―― 会  食 ―― 

卓話    ：齋藤嗣人氏（歯科医師） 

 「ネット犯罪とパソコン活用」

事業委員報告      ：各委員 

ニコニコタイム     ：三谷君 

閉会・点鐘       ：澤瀬会長 

＊例会に使用済み切手をご持参ください。 

今月の聖句について この聖句は、律法の専門家

がｲｴｽを試そうとして、律法の中でどの掟が最も重

要かをｲｴｽに尋ねたときの答えである。 （平口）
 

当クラブ 12 月出席者 12 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      6 名 

メネット     1 名 

ビジター     0 名 

ゲスト       0 名 

        100％

メーキャップ   0 名

前月繰越切手  1,984g 

12 月分切手   0g 

今年度累計  

切手   1,984g 

現金     0 円 

11月累計148,737円

12 月分     0 円

(合同ｸﾘｽﾏｽ特別例会

の献金は、東日本震

災復興支援に寄付) 

合計     6 名          7 名            100％  累計  148,737 円



◆ 金沢・犀川ｸﾗﾌﾞ合同ｸﾘｽﾏｽ特別例会 ◆ 
平口 哲夫 

 金沢・金沢犀川ｸﾗﾌﾞ合同ｸﾘｽﾏｽ特別例会は、金沢

ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄ役となり、12 月 20 日（木）18：30～20：30、

金沢ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞホテルで開催された。司会は数沢ﾜｲ

ｽﾞ（金沢ｸﾗﾌﾞ）が担当、幸正会長（金沢ｸﾗﾌﾞ）の開会

点鐘、ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｲ（12 月誕生：金沢ｸﾗﾌﾞの澁谷ﾒ

ﾈｯﾄ、犀川ｸﾗﾌﾞの竹中ﾜｲｽﾞ・北ﾒﾈｯﾄ）、日本基督教

団羽咋教会の内城牧師によるｸﾘｽﾏｽﾒｾｰｼﾞ、荒川中

部部長の挨拶、三谷ﾜｲｽﾞ（犀川ｸﾗﾌﾞ）による食前の

感謝のあと、荒川中部部長による乾杯の音頭でもっ

て会食に入った。 

会食中、新しい試みとして竹中ﾜｲｽﾞのﾌﾙｰﾄと西尾

ﾜｲｽﾞ（金沢ｸﾗﾌﾞ）のﾋﾟｱﾉの合奏があり、好評を博した。

金沢ｸﾗﾌﾞのﾒﾈｯﾄ会のお世話によるｹﾞｰﾑやﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

交換は、山内ﾒﾈｯﾄによる絶妙な司会のもと、笑い声

が絶えなかった。犀川ｸﾗﾌﾞのﾒﾈｯﾄとして唯一参加し

た澤瀬ﾒﾈｯﾄやｹﾞｽﾄ参加者の挨拶のあと、今年度をも

って退会なさる影山ﾜｲｽﾞ（金沢ｸﾗﾌﾞ）の挨拶があった。

ニコニコタイムの献金は、東日本震災復興支援のた

めに日本 YMCA 同盟に寄付するということで、金沢

YMCA 理事長の朝倉氏に手渡された。 

澤瀬会長（犀川ｸﾗﾌﾞ）による閉会点鐘のあと、記念

撮影。有志による二次会は、女優・田中美里さんの

親戚が経営するお店で持たれ、ｶﾗｵｹを楽しんだ。 

従来、ｸﾘｽﾏｽ特別例会は、今回のように合同の場

合もあれば、ｸﾗﾌﾞごとに行われることもあった。創立

期のように会員が多い場合はともかく、ともに少人数ｸ

ﾗﾌﾞになってしまった現在、合同ｸﾘｽﾏｽのほうがよい

だろう。また、かつて子どもたちを対象に行われてい

た、金沢 YMCA 主催のｸﾘｽﾏｽ祝会が中止になって

久しい。いっそのこと三団体合同でｸﾘｽﾏｽ行事を行う

ようにしたらよいのではないだろうか。 

 
 

◆ 私のフルート歴 ◆ 
竹中 丈晴 

8月例会と12月例会にて素人ﾌﾙｰﾄをお披露目し

てしまいましたが、私のﾌﾙｰﾄ歴は 40 の手習いな

らぬ 50 の手習いから始まり、現在も週一のﾚｯｽﾝ

がﾎﾞｹ防止対策として続けられています。 

高校時代、若草教会に通っていた頃、同じ教会

に金沢大学の理工学部の学生さんで神谷さんと

いう方がいらっしゃいました。いつも機会あるご

とにﾌﾙｰﾄを賛美なさっていました。私がﾌﾙｰﾄを直

接見たのはその時初めてで、その音色と楽器の精

巧さに目を奪われました。 

それ以来、ﾌﾙｰﾄという楽器は私の心に深く刻み

込まれました。

大学卒業後、故

郷で開業して

からの歩みは

以前お話した

通りですが、金

沢へ出てから

は仕事とﾃﾆｽに

追われ、それ以外に何かをしようという気にはな

れませんでした。 

50 を過ぎた頃、ﾈｽｶﾌｪｺｰﾋｰのｺﾏｰｼｬﾙでﾌﾙｰﾃｨｽﾄ

の峯岸壮一がﾌｫｰﾚの「ｼｼﾘｱｰﾉ」という曲を演奏し

ていました。この優しい音色に惹かれて私もﾌﾙｰﾄ

をやってみたいという気持ちになり、友人の奥様

の紹介でﾚｯｽﾝを受けることになりました。それ以

来ﾚｯｽﾝ日が唯一練習日という、先生にとってはあ

まり教えがいのある生徒ではありませんが、継続

は力なりで人前ではﾋﾞﾋﾞりながらも何とか簡単

なものは吹けるようになりました。家内もしばら

く前からやりだし、今年からは孫も加わったので、

いずれはﾄﾘｵで演奏したいと思うこの頃です。 

 

◆ ユニセフ街頭募金に参加して ◆ 
澤瀬 諭 

 第 34 回ﾕﾆｾﾌ街頭

募金が金沢市青少年

団体連絡協議会主催

で 12 月23 日に開催さ

れた。当日、この時期

の北陸としては珍しく

雪も降らず、比較的穏

やかな天気のもと、午

後 1 時 30 分、金沢ｸﾗ

ﾌﾞから幸正、渋谷、伊

藤の 3 名、金沢犀川ｸﾗﾌﾞから三谷、北、平口、澤瀬

の 4 名が例年募金活動を行なっている竪町入口に集

まった。平口ﾜｲｽﾞにより募金ﾎﾟｽﾀｰを一新しての参加

だったが、その場所で別の団体が既に募金活動を始

めており、やむなく場所をﾗﾌﾞﾛﾊﾞｽ停前に移した。人

通りも少なく、当てにしたバスの小銭の募金も思うほ

ど集まらないばかりか、比較的穏やかとは言っても吹

く風の冷たさは寄る年波には堪えられず、40 分ほど

であえなく退却。ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄの子供たちに後を託して

退散することとなった。 

 
 

《 金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 》 
http://www.ys-chubu.jp/kanazawaymca/ 


