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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： 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。」 
新共同訳聖書 マタイによる福音書 22 章 37 節～40 節 

２０１７年１１月強調月間 
Public Relations Wellness 

ワイズデーを PR して、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めましょう！ そして、EMC やクラ

ブ活性化に繋げましょう！ 
伊藤 剛 広報・情報委員長（京都トゥービー） 

 ☆☆☆11 月第一例会案内☆☆☆ 
ワイズデ―特別例会 

日 時：11 月 9 日(木)19:00～21:00 
会 場：ホテル金沢(金沢市堀川新町 1‐1) 
会 費：3,500 円(会場費・食費を含む) 
準 備：竹中ﾜｲｽﾞ 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 
司 会         ：澤瀬ﾜｲｽﾞ 
開会・点鐘       ：北会長 
ワイズソング      ：一同 
今月の聖句       ：司会者 
ゲスト紹介       ：司会者 
今月のハッピーバスデイ ：北会長 
澤瀬ﾒﾈｯﾄ(8 日)。 

食前の感謝       ：平口ﾜｲｽﾞ 
―― 会 食 ―― 

卓話    「町家を使い続けるために」 
武藤清秀氏(1 級建築士、歴史的修復士) 

事業委員会報告     ：各委員 
ニコニコタイム     ：澤瀬ﾜｲｽﾞ 
閉会点鐘         ：北会長 
＊例会に使用済み切手、ｱﾙﾐ缶、ｳｴｽ用布製品を

ご持参下さい。 
 

☆☆☆10 月例会報告☆☆☆ 
[第一例会]ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ特別例会、10 月 12 日(木)19:00
～21:00、焼肉店「大同門」、参加者/北・澤瀬・竹中・

平口・三谷。[第二例会]10 月 26 日(木)19:00～21:00、
竹中ﾁｬﾍﾟﾙ、参加者/北・澤瀬・竹中・平口・三谷。 
びわこ部部会 11 月 5 日(日)、ｳｯﾃﾞｳｨﾊﾟﾙ余呉(滋賀県

長浜市)、参加予定/北・澤瀬・平口・三谷。第 2 回

中部評議会＆第 21 回中部合同ﾒﾈｯﾄ会 11 月 18 日

(土)、お宿やました(湯涌温泉)、参加予定/北。金沢ｸ

ﾗﾌﾞ・ﾒﾈｯﾄ会「芋煮会」 11 月 4 日(土)、内川ｽﾎﾟｰﾂ広

場。ながまち ふれあい ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2017 11 月 26 日

(日)、中央公民館長町館、長町緑地。12 月ｸﾘｽﾏｽ特別

例会 12 月 14 日(木)。 

今月の聖句について この聖句は、ﾌｧﾘｻｲ派の律法学

者がｲｴｽを試そうとして「律法の中で、どの掟が最も

重要でしょうか」と尋ねた(34～36 節)のに対して、

ｲｴｽが答えられたもの。ﾕﾀﾞﾔ教の指導者たちにとって

最も大切な戒めは「第一の掟」だったが、ｲｴｽは「第

二の掟」も同等に重要だと答えられた。ﾌｧﾘｻｲ派の人

たちは、数ある掟を厳格に守ろうとし、守らない人

たちを見下して裁いてきたからである。 
12 月の当番 司会・準備/平口 
《 金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 》 
http://sophiruka.sakura.ne.jp/kanazawaymca/index.html 

 
当クラブ 10 月出席者 10 月出席率(正会員) ＢＦポイント ニコニコタイム 

正会員  4 名 
広義会員 0 名 
功労会員 1 名 

正会員    4 名 
功労会員     1 名 
メネット    0 名 
ビジター     0 名 
ゲスト       0 名 

4÷4✕100 
 

メーキャップ    0 名 

前月繰越切手   3,572g 
10 月分切手       62g 
今年度累計    

切手 3,634g 
現金   0 円 

前月累計    6,950 円 
10 月      1,440 円 
 

合計   5 名 5 名 100％     今期累計    8,390 円 

http://sophiruka.sakura.ne.jp/kanazawaymca/index.html


 
 

◆ 10 月バーベキュー特別例会報告 ◆ 
竹中 丈晴 

10月第一例会は、休日に郊外でﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ特別例

会として行うのが慣例であるが、今回は諸般の事情に

より平日の夜、片町の焼肉店「大同門」2Fで開催され

た。場所柄、ｾﾚﾓﾆｰは省略し、参加者も会員だけの

懇親会となった。 

この会場には若かりし頃、一度か二度訪れたことが

あったが、今は改装されてずいぶんきれいなお店に

なっていた。平日の夜のせいか二階は他のお客はい

なかったので、今後のｸﾗﾌﾞの方向性などについて忌

憚なく語り合い、のんびり懇談の場となった。 

この歳になると、焼肉などは好んで食べたいとは思

わないが、元気をつける意味で、たまにはいいかもし

れない。 

 
 

 
 

◆ 秋の全市一斉美化清掃参加記 ◆ 
地域奉仕・環境事業委員長 北 肇夫 

“金沢ﾏﾗｿﾝ”開催間近の 10 月 15 日（日）早朝、金

沢市町会連合会主唱の全市一斉美化清掃に地元町

内会「石交会」と金沢犀川ｸﾗﾌﾞが呼応して合同参加し

た。実施場所は新桜坂緑地(W 坂)で、参加者は「石

交会」関係の 2 名と金沢犀川ｸﾗﾌﾞの澤瀬・竹中・北・

北ﾒﾈｯﾄの計 6 名。 

 
清掃作業は上下段の園地と階段部と広範囲で行

われたが、ｺﾞﾐ(枯葉が 45L 入り 6 袋、枯れ枝 2 束)の

量は少なかった。この作業には、竹中ﾜｲｽﾞ持参のﾌﾞﾛ

ｱｰ(ｴﾝｼﾞﾝ付き掃除機)が威力を発揮し、時間短縮に

繋がった。作業後、高台の展望所で城下町を背景に

集合写真を撮り、お茶で喉を潤しながら歓談した。天

候は曇り空であったものの 1 時間余りの清掃作業で

見違えるようになり、達成感に浸って解散となった。 

当ｸﾗﾌﾞの地道なﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の一環であり、今後

も継続予定であるが、落葉期は 12 月まで続くので、

体調管理に留意して作業を実施したいと思っている。 

 

◆ ロシア・バルト海クルーズ体験記(8) ◆ 
平口 哲夫 

現地時間

8 月 26 日 8：

00、MSC ｵｰ

ｹｽﾄﾗはﾌｨﾝﾗ

ﾝﾄﾞ湾東岸に

位置する、ﾛ

ｼｱのｻﾝｸﾄﾍﾟ

ﾃﾙﾌﾞﾙｸ（旧名ﾚﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ）に入港。背景の船はｲﾀﾘｱ

船籍のｺｽﾀ・ﾌｧｳﾞｫﾛｻ。 

ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ近郊にあるﾋﾟｮｰﾄﾙ大帝「夏の宮殿

（ｴｶﾃﾘｰﾅ宮殿）」の庭園では、噴水がいっせいに出

るのを大勢の観光客が待っていました。宮殿は第二

次世界大戦中にﾅﾁｽ・ﾄﾞｲﾂ軍の攻撃により甚大な被

害を受け、現在も復元工事中とのこと。私たちのﾂｱｰ

では、宮殿内部の見学はなしでした。 

 
 

 
ﾋﾟｮｰﾄﾙ大

帝は、この壮

麗・壮大な離

宮よりも、庭園

内にある日常

生活用の家

（右掲の写真）

のほうを愛好

して、くつろいだとのことです。            (つづく) 


