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国際会長主題     「全ての世界に出て行こう」“Go Ye Into All the world” 

スローガン  「ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ」“Extension, Extension, Extension” 

アジア地域会長主題  「未来を始めよう、今すぐに」“Start Future Now” 

        スローガン  「ひとつのアジア、世界はひとつ」“One Asia One World” 

西日本区理事主題     「志をもって例会に参加し、学びの機会を持ちましょう。」 

スローガン  「経験がワイズを育みます」 

中部部長主題     「長所を活かして生き生きと!」 

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・会計：川村孝治，書記・直前会長：北 肇夫 

今月の聖句：高い所にいるものも、低い所にいるものも、他のどんな被造物も、わたしたちの主キリ

スト・イエスによって示された神の愛から、わたしたちを引き離すことはできないのです。 

  ローマの信徒たちへの手紙 8章 39節 

２０１４年３月強調月間 

ＥＦ・ＪＷＦ 
クラブやあなたのアニバーサリーの思い出・気持ちを献金にこめて、ワイズダム発展に協力しましょう。 

長壽 和子 ファンド事業主任（岡山クラブ） 

☆☆☆3月第一例会案内☆☆☆ 

日 時：3月 13日(木)19：00～21：00 

会 場：金沢白鳥路ホテル 

会 費：会員 3,000 円(夕食付) 

準 備：北君 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

司 会         ：川村君 

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 

今月のハッピーバースデイ：澤瀬会長 

北君(26日) 

卓話：「特別名勝“兼六園”はこんなにおもしろ

い～大名庭園の庭づくりが教えるもの～」 

森永壽久氏（石川県夕日寺健民自然園 園長）    

事業委員報告      ：各委員 

ニコニコタイム     ：川村君 

閉会・点鐘       ：澤瀬会長 

― 会食 ― 

食前の感謝       ：平口君 

＊例会に使用済み切手をご持参ください 

☆☆☆2月例会報告☆☆☆ 

[第一例会] 2 月 16 日(日)17：00～17 日(月)朝食

後自由、湯涌温泉“さかえや”、参加者：川村君・

北君・澤瀬君・竹中君・平口君（卓話「西日本区

9 部会に参加して」）・三谷君。[第二例会]2 月 27

日(木)19:00～20:45、金沢 YMCA 集会室、参加者：

川村君・北君・竹中君・平口君。 

中部部長公式訪問例会 名古屋ｸﾗﾌﾞ/3 月 11 日

(火)19：00～21：00、名古屋 YMCA、参加予定者：

平口部長・澤瀬会長。四日市ｸﾗﾌﾞ 3 月 20 日

(木)19：00～21：00(一泊)、“じばさん三重”5Ｆ

情報交換室、参加予定者：平口部長・北部書記・

澤瀬会長。第 2回中部評議会/3月 21日(金・祝)、

名古屋 YMCA 3F 会議室、参加予定者：平口部長、

北部書記、澤瀬会長。 

今月の聖句について 先月の聖句8章 28節と同じ

章の最後は、この節で締めくられている。30節に

は「神はあらかじめ定められた者たちを召し出し」

と記されているが、この「あらかじめ定められた」

は運命や宿命ではなく、「ｷﾘｽﾄ・ｲｴｽによって示さ

れた神の愛」のご計画によるということなのだ。 

4月の当番 司会：北君、準備：澤瀬君 

 

当クラブ 2月出席者 2月出席率 ＢＦポイント ニコニコタイム 

正会員    5名 

広義会員    0名 

功労会員   1名 

メ ン      6名 

メネット     0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  2,539g 

2月分切手   10g 

今年度累計  

切手       2,549g 

現金        0円 

前月累計  61,440円 

2月   2,131円 

 

合計     6名          6名            100％         累計  63,571円 

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 

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


◆ 2 月新春特別例会に参加して ◆ 
  平口 哲夫 

 2014 年 2 月 16 日（日）湯涌温泉“さかえや”にて一

泊がけで開催された新春特別例会には、会員 6 名が

参加。16：00 頃から三々五々と現地に集まったﾒﾝﾊﾞ

ｰは、17：00 の開会前に温泉に入る者あり、付近を散

策するものあり、例会の準備をするものありと、人それ

ぞれでした。 

議事に入る前に、「西日本区 9 部会に参加して」と

題して私が卓話を担当。中部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載して

ある「2013-2014 中部部長通信 No.4」を資料として配

布し、これを補うように液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰで写真を見せ

ながら説明しました。 

 “さかえや”は金沢湯涌夢二館の真向かいにあり、

客室は七つしかない小規模の宿ですが、日本料理

が美味しいと評判をとっています。内湯は大きくはな

いけれども、すぐ近くに総湯があり、希望すれば宿か

ら割引券がもらえます。 

 TOF（断食の時）・CS（地域奉仕）・FF（家庭での断

食）強調月間なので、私は昼食抜きで参加したので

すが、それでもかなりの満腹になりましたので、食後、

かなり時間がたってから入浴しました。 

 
 

◆ “ご縁”と“摂理”（2） ◆ 
平口 哲夫 

西日本区役員会の早天礼拝で奨励を担当しなけ

ればいけないことになり、その話題として「ご縁」を取

り上げることにしたので、再度、「ご縁」と「キリスト教」

をｷｰﾜｰﾄﾞに検索してみたところ、「『不思議なご縁

で』という言葉」(2005 年 10 月 12 日 藤田武夫兄、

久美姉宅家庭集会)に出会いました。このﾍﾟｰｼﾞは、

元・日本基督教団加古川東教会牧師の高崎裕士

先生による「永遠の生命のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」のうちの「高

崎裕士 家庭集会での講話」に含まれています。 

実は、ﾌﾞﾘﾃﾝ先月号の「今月の聖句」（ﾛｰﾏ人への

手紙 8 章 28 節）は、この講話で紹介されているので

お借りした次第です。高崎先生は、「神様の不思議

なご配慮」というのと似た言葉として「不思議なご縁

で」を挙げ、小学館の『佛教語大辞典』に記載され

た四つの意味のうち、「③ゆかり、えにし、たより、と

いった関係」と「④関係を持つきっかけ。端緒。機

会。」のどちらかの意味であろうと述べておられま

す。しかしながら、単に「縁」というのではなく、「ご

縁」という場合は、一般に「良縁」を指しているので

はないかと思います。            （つづく） 

◆ 中部部長公式訪問 ◆ 

名古屋グランパスクラブ 2 月第一例会参加報告 

 中部書記 北 肇夫 

 2 月 4 日（火）、名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｸﾗﾌﾞの部長公式ﾞ訪

問例会には、澤瀬会長の愛車に同乗し、3 名で出か

けた。途中、積雪は加賀市まで、福井平野や山岳地

帯の敦賀・滋賀・岐阜・名古屋には積雪はなく、快適

にﾊｲｳｪｲを走行し、名古屋 YMCA の例会場に余裕

をもって無事到着した。 

例会は、会員 9名とｹﾞｽﾄ 3名の出席のもと、定刻の

19：00 に開始。平口部長の卓話「浦上ｷﾘｼﾀﾝ流配事

件と金沢市卯辰山出土人骨」は、ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを用い、

「信教の自由」との関連も折り込まれていた。 

例会が手馴れていてｽﾑｰｽに、かつ簡潔に行われ

ていたこともさりながら、DBC 締結ｸﾗﾌﾞの周年行事に

大半のｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰが参加の予定で、しかも震災支援

の物品販売を行う底力を垣間見たことにも感銘を受

けた。ｸﾗﾌﾞ運営に取り組む姿勢の参考となった。 

帰路、深夜の走行に終始ﾊﾝﾄﾞﾙを握られた澤瀬会

長、お疲れさま！ 感謝に尽きる 1 日だった。 

 
 

◆ 金沢 YMCA“わいわい農園”の収穫 ◆ 
Y サ・ユース委員長 澤瀬 諭 

 2月20日（木）、北陸には珍しい青空のもと、昨秋作

付けした“わいわい農園”（北陸学院大学の三小牛ｷ

ｬﾝﾊﾟｽ内）にて金沢 YMCA2

名、金沢ｸﾗﾌﾞ 1 名、金沢犀

川ｸﾗﾌﾞ 3 名が参加し、源助

ﾀﾞｲｺﾝと中ｶﾌﾞを収穫した。

収穫物をYMCA3名、金沢8

名、犀川 6 名用に現場で配

分し、持ち帰った。 

 

◆ 金沢 YMCA トイレの改修工事 ◆ 
Y サ・ユース委員長 澤瀬 諭 

 金沢 YMCA 集会室のﾄｲﾚの全面改修工事が去る 1

月 14 日から行われ、完了した。当ｸﾗﾌﾞが第 2 例会で

集会室を利用しているので、ほぼ 1 年間不自由な思

いをしたが、これで快適にﾄｲﾚが使用できるようにな

った。改修工事費48万円のうち、12万円は金沢犀川

ｸﾗﾌﾞが 20 周年記念事業の一環として負担、金沢ｸﾗ

ﾌﾞも 8 万円を金沢 YMCA に献金した。 

《金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ》 

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

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

