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国際会長主題
「ともに、光の中を歩もう」“Let Us Walk in the Light – Together”
アジア太平洋地域会長主題
「ワイズ運動を尊重しよう」
“Respect Y’s Movement”
西日本区理事主題
「2022 年に向けて“心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ”
」
“Healthy mind & healthy body make healthy club”
中部部長主題
「愛し合い、助け合い、心はいつも青春」
金沢犀川ｸﾗﾌﾞ会長主題 「ワイズの輪を広げよう！」
会長：北 肇夫，副会長・会計：澤瀬 諭，書記・直前会長：平口哲夫
今月の聖句：これは、罪が赦されるように、多くの人のために流されるわたしの血、契約の血である。
新共同訳聖書 マタイによる福音書 26 章 28 節

２０１７年７月強調月間

Kick-off・EMC-MC
MC―新会員増強と意識高揚：楽しく出会いのある例会作りを通して会員候補を発掘し、メンバー相互
が例会・事業などで親睦をはかり、このような仲間を増やしたいという意識を高めましょう！
三科仁昭 EMC 事業主任（京都東稜クラブ）
☆☆☆７月第一例会案内☆☆☆
☆☆☆６月例会報告☆☆☆
Kick-off 特別例会
[第一例会] 6 月 8 日(木) 19:00～21:00、ﾎﾃﾙ金沢、卓話
「ｷﾞﾃﾞｵﾝ協会の活動」竹中ﾜｲｽﾞ、参加者/北・澤瀬・竹
日 時：7 月 13 日(木)19:00～21:00
中・平口。[第二例会]6 月 22 日(木)19:00～21:00、竹
会 場：ﾎﾃﾙ金沢(金沢市堀川新町 1‐1)
中ﾁｬﾍﾟﾙ、参加者/北・澤瀬・竹中・平口。
会 費：3,500 円
準 備：竹中ﾜｲｽﾞ
8 月第一例会 8 月 10 日(木)、卓話「ﾌﾟﾛ英語ｶﾞｲﾄﾞ 4
＊＊＊プログラム＊＊＊
年目～金沢を語る～」菱田昭氏(英語通訳案内士)。
司 会
：澤瀬ﾜｲｽﾞ
今月の聖句について ｲｴｽが祭司長たちの手の者によ
開会・点鐘
：北会長
って捕えられる前の「最後の晩餐」で、ｲｴｽが話され
ワイズソング
：一同
た言葉。
『旧約聖書』の出ｴｼﾞﾌﾟﾄ記 24 章には、神がｲ
今月の聖句
：司会者
ｽﾗｴﾙの民と結んだ契約の書を、民族指導者ﾓｰｾが民に
ゲスト紹介
：司会者
読んで聞かせ、雄牛の血を振りかけて「見よ、これは
今月のハッピーバスデイ ：北会長
主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた
澤瀬ﾜｲｽﾞ(29 日)
契約の血である。
」と述べたと記されている。ｷﾘｽﾄ教
食前の感謝
：平口ﾜｲｽﾞ
では、ｲｴｽ・ｷﾘｽﾄによって神との契約が更新されたと
―― 会 食 ――
考え、神との新しい契約を示した集合文書を『新約聖
議 事：2016-2017 年度活動報告・会計報告
書』
、以前、神がｲｽﾗｴﾙの民と結んだ契約の書(古代ｲｽﾗ
2017-2018 年度活動計画・予算
ｴﾙの歴史・思想書)を『旧約聖書』と名付け、ｲｴｽ・ｷﾘ
会長引継式
ｽﾄを預言する書として『旧約聖書』を位置づけている。
卓 話 ：
「第 20 回西日本区大会に参加して」
8 月の当番 司会：竹中、準備：平口
平口ﾜｲｽﾞ
《 金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 》
事業委員会報告
：各委員
http://sophiruka.sakura.ne.jp/kanazawaymca/index.html
ニコニコタイム
：澤瀬ﾜｲｽﾞ
＊例会に使用済み切手、ｱﾙﾐ缶、ｳｴｽ用布製品をご持参
閉会点鐘
：北会長
下さい。
当クラブ
正会員
4名
広義会員 0 名
功労会員 1 名

合計

5名

6 月出席者
正会員
4名
功労会員
0名
メネット
0名
ビジター
0名
0名
ゲスト
4名

6 月出席率(正会員)
4÷4✕100
メーキャップ

0名

100％

ＢＦポイント
前月繰越切手
3,568g
6 月分切手
4g
今年度累計
切手 3,572g
0円
現金

ニコニコタイム
前月累計
93,708 円
6月
4,400 円

累計

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT”

98,108 円

◆ ６月第一例会報告 ◆
竹中 丈晴
6 月第一例会は、本来、役員引継を主とする議事
中心の特別例会として位置づけられているが、2014
年度からﾒﾝﾊﾞｰによる簡略な卓話も行われている。今
回、6 月 8 日(木)19:00～21:00、ﾎﾃﾙ金沢で開催され
た第一例会は、三谷ﾜｲｽﾞが身内のご不幸で欠席され、
ﾒﾝﾊﾞｰ 4 人のみの例会となった。
卓話は、私が「ｷﾞﾃﾞｵﾝ協会の活動について」と題し
て話をした。ｷﾞﾃﾞｵﾝ協会については一般に知らない
人のほうが多いが、一言でいうならば、ｷﾞﾃﾞｵﾝ協会と
は世界中のすべての人に無料で聖書を贈呈しようと
いう団体で、すべてのﾒﾝﾊﾞｰがｸﾘｽﾁｬﾝであり、ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽﾏﾝと自営業の人たちで組織されている。
ｷﾞﾃﾞｵﾝという名は、旧約聖書士師記の 6～8 章に登
場する、神から召命を受けた人物で、わずか 300 人で
数万の敵を打ち破った戦いのﾘｰﾀﾞｰの名に由来する。
信仰の勇者ともいえるｷﾞﾃﾞｵﾝの名を冠したｷﾞﾃﾞｵﾝ協
会は、1899 年の創立以来全世界で 20 億冊の聖書を
ﾎﾃﾙ、病院、刑務所、自衛官、警察官、学生、生徒、
医療に携わる方々に贈呈してきた。その資金は会員
からの献金
と、会員が訪
問した各教
会の教会員
の献金によ
って賄われ
ている。各支
部の働きは小さくても教会の腕としてｷﾘｽﾄ教伝道の
一翼を担っている。

◆ 第 20 回西日本区大会速報 ◆
平口 哲夫
6 月 10 日～11 日、菊池市文化会館とﾎﾃﾙ日航熊
本で開催の第 20 回西日本区大会に北・澤瀬・平口の
3 名が参加。閉会後、ﾎﾃﾙ日航熊本の会場内で、岩
本悟 2016‐2017 西日本区理事、川口恵 2016‐2017
中部部長と一
緒に写真撮影。
熊本地震被
災 2 年目で素
晴ら しい 大会
を開催した
方々に感服!!!

◆ 2017 年度金沢 YMCA 会員総会速報 ◆
北 肇夫
6 月 19 日（月）19:30～20:30、北陸学院大学本館 1
階 ILC で
2017 年 度
金沢 YMCA
定期会員
総会を開催。
議事：収支
決算の書式
について修
2

正があったほかは、例年どおり円滑に進行。出席者
は 14 名（当ｸﾗﾌﾞからは平口･澤瀬･北の 3 ﾜｲｽﾞ）。ﾕｰ
ｽﾘｰﾀﾞｰ 1 名の参加があったのは良い兆候であり、さら
に若手会員の増強が望まれる。

◆ 前年度の反省と新年度の抱負 ◆
【前年度書記、新年度会長、地域奉仕・環境委員長、
ﾒﾈｯﾄ連絡員】 前年度、例会内容
などの充実に努めたが、今一歩のと
ころで会員増に繋がらなかった。今
年度は、①会員増強をｸﾗﾌﾞ運営の
第一目標として成果を出したい。②
HP やＥｰﾒｰﾙなどの活用を継続し、
例会などへの参加者を増やし、ﾜｲ
ｽﾞ活動の認知度を高めてゆきたい。③金沢 YMCA、
金沢ｸﾗﾌﾞとの 3 団体協議による事業を進めるため、ま
ずは意見交換の場を設けたい。④ﾁｬｰﾀｰ 25 周年の
節目の年度であり、身の丈に合った記念例会開催に
取り組みたい。（北 肇夫）
【前年度会長、新年度書記、広報委員長、ﾒｰﾙ委員】
会員増を果たせなかったのは残念
だが、ｹﾞｽﾄ卓話者として金沢市議会
議員の熊野盛夫氏、ﾋﾟｱﾆｽﾄの鈴木
三知子氏、NPO 禁煙ねｯﾄ石川の福
田太睦氏、日本画家の前田有加里
氏、青年実業家の山下大貴氏を招い
ての例会はとてもよかったと思う。金
沢 YMCA の諸活動のうち、特に「たけのこ掘り体験」、
「ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」、「わいわい農園体験」における当ｸ
ﾗﾌﾞの貢献度は高い。今後 2 年間、有終の美を飾るよ
うに心がけたい。（平口 哲夫）
【前年度会計、新年度副会長、会計、
Y ｻ・ﾕｰｽ委員長、ﾌｧﾝﾄﾞ委員長】 前
年度も惜しいところでﾒﾝﾊﾞｰの増員が
かないませんでした。今年度は新た
に副会長と、引き受け手のない会計
を担当することになりました。厳しい財
政事情ではありますが、知恵を絞り、
心だけは豊かなﾜｲｽﾞﾗｲﾌを送りたい
と思います。Y ｻ・ﾕｰｽ事業にも支援をしてゆきたいと
考えております。（澤瀬 諭）
【交流委員長】 仕事に追われ、さし
たる実績もないまま 1 年が過ぎてしま
い、申し訳なく思っています。今年も
他のﾒﾝﾊﾞｰの皆様に助けていただき
ながら、いささかなりともｸﾗﾌﾞ活動に
貢献できればと願っております。第
二例会の会場となっている竹中ﾁｬﾍﾟ
ﾙが交流事業にも役立てば幸いに存
じます。（竹中 丈晴）
【功労会員】 2013 年度に功労会員
になって 4 年目、例会・部会・大会な
どの行事に参加できないことも増えて
きましたが、YMCA やﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
に対する熱い思いに変わりはありませ
ん。（三谷 信三）

