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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： 希望はわたしたちを 欺
あざむ

くことがありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、

神の愛がわたしたちの心に 注
そ そ

がれているからです。      ローマの信徒への手紙５章 5節 

２０１３年５月強調月間 

ＬＴ（leader-training） 
ワイズメンに対するクラブ内のトレーニングが出来ているでしょうか。ドロップアウトを減らすため

にも考えてみましょう。                    成瀬晃三理事（名古屋クラブ） 

☆☆☆5月例会案内☆☆☆ 

日 時：5月 9日(木) 19：00～21:00 

場 所：KKRホテル金沢(金沢市大手町 2-32) 

会 費：3,000円 

準 備：三谷君 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

司 会         ：平口君 

開会・点鐘       ：澤瀬会長 

ワイズソング      ：一同 

今月の聖句       ：司会者 

今月のﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｲ   ：澤瀬会長 

平口ﾒﾈｯﾄ(20日) 

ゲスト紹介       ：司会者 

食前の感謝       ：竹中君 

―― 会 食 ―― 

卓話 千田和弘 氏（株式会社ﾙﾊﾞﾝｼｭ代表取締役） 

「“食べられるほど安心”な化粧品」 

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。 

☆☆☆4月例会報告☆☆☆ 

[第一例会] 金沢 YMCA 主催“たけのこ掘り体験”

に参加、4月 29日(月・祝)10：00～15：00、北陸

学院大学三小牛ｷｬﾝﾊﾟｽ、当ｸﾗﾌﾞからの参加者：川

村君・北君・澤瀬君・澤瀬ﾒﾈｯﾄ・竹中君・竹中ﾒﾈ

ｯﾄ・竹中ﾏｺﾞﾒｯﾄ 2名・平口君・三谷君、計 10名。 

[第二例会]4月 11日(木)19:00～21:00、金沢 YMCA

集会室、参加者：川村君・北君・澤瀬君・竹中君・

平口君。 

6 月第一例会（創立 20 周年記念） 6 月 13 日 19：00

～21：00、金沢白鳥路ﾎﾃﾙ、卓話：桶谷忠司氏（日本

ｷﾘｽﾄ教団 福野伝道所牧師）「わかりやすいｷﾘｽﾄ

教」。 

6月の当番 司会：三谷君、準備：川村君 

今月の聖句について 「信仰によって義とされた」

者たちは、「主ｲｴｽ・ｷﾘｽﾄによって神との間に平和

を得て」、「神の栄光にあずかる希望を誇りにし」、

かつ「苦難をも誇りとし」、「苦難は忍耐を、忍耐

は練達を、練達は希望を生むということを」知っ

ている(5章 1～4節)。このことを前提にして、「今

月の聖句」に掲げた 5章 5節が記されている。「聖

霊」とは「神からの働きかけ」である。 
 

当クラブ 4月出席者 4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     2名 

マゴメット   2名 

ビジター     名 

ゲスト       名 

        100％ 

 

メーキャップ   0名 

前月繰越切手  2,251g 

4月分切手    20g 

今年度累計  

切手  2,271g 

現金     0円 

3月累計 164,537円 

4月分   0円 

 

合計     6名          10名            100％         累計 164,537円 

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 

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


◆ 4 月“たけのこ掘り”体験記 ◆ 
 竹中 丈晴 

今年も 4月 29日(祝・月)に北陸学院三小牛ｷｬﾝ

ﾊﾟｽの竹林で YMCA 主催“たけのこ掘り体験”が行

われた。私は昨年初めての参加であったが、この

経験を孫たちにさせてやりたいと思い、今年は家

内と二人の孫を連れて参加させていただいた。 

当日は天候に恵まれ、絶好のﾀｹﾉｺ掘り日和とな

った。準備担当者は 9：00、他は 10：00に現地集

合。我が犀川ｸﾗﾌﾞから 10名、金沢ｸﾗﾌﾞから 3名、

YMCAより 3名、北陸学院小学校から子どもたち 4

名と保護者の方 3名、新しく北陸学院大学学長に

なられた Cunningham 氏が参加（総勢 23名）。 

 
（開会前に記念の集合写真を撮りました） 

YMCA の朝倉理事長より開会の祈りとお話のあ

と、川村ﾜｲｽﾞよりﾀｹﾉｺ掘りのｺﾂを教えていただき、

各自分散、それぞれﾀｹﾉｺ掘りに挑戦した。小学生

から高齢の我々まで汗かき奮闘、素人には結構ｷﾂ

ｲ作業であった。今年のﾀｹﾉｺは裏年であまり生え

ていなかったが、それでも各自助け合って自分の

食べる分くらいの収穫はあった。 

 
（ﾀｹﾉｺ掘りのお手本を示す川村ﾜｲｽﾞ） 

お昼は澤瀬ﾒﾈｯﾄさんが現場でﾀｹﾉｺ味噌汁を作

って下さり、數澤ﾜｲｽﾞの食前の祈りのあと、当日

早朝から準備されたﾀｹﾉｺご飯、ﾀｹﾉｺ煮物、ｾﾞﾝﾏｲ

煮物、漬物などをいただいた。適度な運動の後で

もあり、ほとんどの方がおかわりをし、美味しい

ﾀｹﾉｺ料理に舌鼓を打った。 

 
（ﾀｹﾉｺ料理に舌鼓を打っています） 

後片付けのあと全員自己紹介をし、最後に子ど

もたちの要望に応えて幸正金沢ｸﾗﾌﾞ会長の指導

のもと、足ｼﾞｬﾝｹﾝ遊びをした。澄み切った快晴の

青空の下でのﾀｹﾉｺ掘りを大いに満喫し、無事終了

することができた。 

◆ 滋賀蒲生野ｸﾗﾌﾞ・金沢ｸﾗﾌﾞ合同 ◆ 

“焼牡蠣”例会参加記 
平口 哲夫   

 4 月 6 日（土）に能登でﾌﾟﾘﾌﾟﾘの牡蠣を焼いて食べ

る例会があるというので参加を希望。当日午後、金沢

白鳥路ﾎﾃﾙ前で伊藤ﾜｲｽﾞ運転の車に同乗、渋谷ﾜｲ

ｽﾞ宅に立ち寄り、さらに幸正会長運転の車や滋賀蒲

生野ｸﾗﾌﾞ一行の車と合流して一路七尾へ。和倉温

泉にあるﾎﾃﾙ・ｱﾙﾌｧｰﾜﾝ能登和倉にﾁｪｯｸｲﾝ、総湯

で一浴びしてから中島町の“かき処 海”に。 

 まずは生ﾋﾞｰﾙで乾杯。牡蠣のｲｼﾙ漬、炭火で焼く

殻付の牡蠣が一人当たり 10 個、牡蠣ﾌﾗｲが一人当

たり 5 個、牡蠣

鍋に牡蠣ごは

ん。牡蠣尽くし

の料理を腹い

っぱい堪能。

私は、この写

真を撮ったあ

と、炭火が出す一酸化炭素のせいか気分が悪くなり、

しばらく退席。参加者 14 名中、男性 8 名(金沢 5、蒲

生野 2、犀川 1)、女性 6 名(金沢 1、蒲生野 5)。 

 翌日、のとじま水族館を見学してから帰路に就きま

した。途中、志賀町の“みちのえき”で昼食、「旬菜

館」で原木しいたけ・干し青さ・ころ柿を購入。 

 

◆ 金沢ｸﾗﾌﾞ 4 月第一例会に参加して ◆ 
 北 肇夫 

金沢ｸﾗﾌﾞ 4 月第一例会は、4 月 18 日(木) 18：30

から金沢ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙで荒川中部部長・若松西日

本区大会実行委員長・大西委員・郷戸委員(四日

市ｸﾗﾌﾞ)を招いて開催された。3名の入会式も挙行

され、金沢犀川ｸﾗﾌﾞからもお祝いを兼ねて澤瀬会

長、平口次期中部部長、北次期中部書記が参加、

参加者総数 22名という賑わいとなった。 

講師の植松茂氏(元北陸放送ｱﾅｳﾝｻｰ)は、「声と

言葉と目～声と言葉の使い方、目、顔の表情は心

の窓です～」と題し、話し方上手、聞き上手にな

る日常の心がけについて発音練習や朗読をまじ

えて話された。その語り口は、長年にわたるｱﾅｳﾝ

ｻｰ経験者だけあって、ﾏｲｸﾛﾌｫﾝなしでも会場の

隅々まで声が通っていた。 

ほぼ定刻のお開きの後には、同ﾎﾃﾙ最上階のﾗｳﾝ

ｼﾞで、遠来の 4名、金沢ｸﾗﾌﾞの新入会員やﾒﾈｯﾄた

ちの参加のもと、ここでも賑やかに交流・歓談の

場が持たれた。 

 
（向かって前列左から 3 人目が植松茂氏） 

 

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

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

	ＬＴ（leader-training）

