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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： わたしの思いは、あなたたちの思いと異なり わたしの道はあなたたちの道と異なると
主は言われる。天が地を高く超えているように わたしの道は、あなたたちの道を わたしの思いは あ
なたたちの思いを、高く超えている。
新共同訳聖書 イザヤ書 55 章８節～9 節

２０１７年１２月強調月間

EMC-E YES
E は新クラブを設立すること。YES は新クラブ設立支援に使われます。献金で集められた資金の 3 分の
2 は、集められたエリアの区で使われます。
三品仁昭 EMC 事業主任（京都東陵クラブ）
☆☆☆12 月第一例会案内☆☆☆
クリスマス特別例会
日 時：12 月 14 日(木)19:00～21:00
会 場：ホテル金沢(金沢市堀川新町 1‐1)
会 費：6,000 円(会場費・食費を含む)
準 備：平口ﾜｲｽﾞ
＊＊＊プログラム＊＊＊
司 会
：平口ﾜｲｽﾞ
開会・点鐘
：北会長
開会の祈り
：三谷ﾜｲｽﾞ
讃美歌
「もろびとこぞりて」 ：一同
聖書朗読 マタイ１章 18～25 節 ：司会者
メッセージ 「神の信頼に包まれて」
田口昭典牧師(日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟金沢ｷﾘｽﾄ教会)
讃美歌
「きよしこのよる」
：一同
記念撮影
ワイズソング
：一同
ゲスト紹介
：司会者
今月のハッピーバスデイ
：北会長
北ﾒﾈｯﾄ(3 日)・竹中ﾜｲｽﾞ(5 日)
食前の感謝
：竹中ﾜｲｽﾞ
―― 会 食 ――
ﾌﾙｰﾄ演奏(竹中ﾜｲｽﾞ)・ｹﾞｰﾑ・ｵｰｸｼｮﾝ
YMCA ソング
：一同
閉会点鐘
：北会長
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

11 月出席者
4名
正会員
功労会員
1名
メネット
1名
ビジター
0名
6名
ゲスト
12 名

☆☆☆11 月例会報告☆☆☆
[第一例会] 11 月 9 日(木)19:00～21:00、ﾎﾃﾙ金沢、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)、参加者/長岡満寿夫・瀧平才治・
瀧平洋子・福塚理恵・飯田玲子(ｹﾞｽﾄ)、北・北ﾒﾈｯﾄ・
澤瀬・竹中・平口・三谷。[第二例会]11 月 23 日(木・
祝)19:00～21:00、竹中ﾁｬﾍﾟﾙ、参加者/北・澤瀬・竹
中・平口・三谷。
1 月第一例会 2018 年 1 月 25 日(木)、ﾎﾃﾙ金沢、卓話
「お遍路」(仮題)多賀千之氏(多賀ｸﾘﾆｯｸ院長)。2 月新
春特別例会 2 月 11 日(日)～12 日(月・振休) 元湯石
屋、卓話「海外旅行記」(仮題)瀧平才治氏(元・ｸﾗﾌﾞ
会員)。
今月の聖句について ﾏﾀｲによる福音書は他の福音
書に比べて旧約聖書からの引用がめだって多く、と
くに誕生・幼年物語にきわだっていて、この福音書
全体での引用 19 例のうち 5 例が 2 章に集中してい
る。この背景には、旧約聖書に一貫している「神の
言葉の力に対する深い信仰」がある。その好例とし
てｲｻﾞﾔ書 55 章の 8～9 節を掲げた。
（平口）
1 月の当番 司会/竹中・準備/澤瀬
《 金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 》

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

＊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。

11 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
3,634g
11 月分切手
41g
今年度累計
切手 3,675g
0円
現金

ニコニコタイム
前月累計
８,390 円
11 月
7,200 円

今期累計

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT”

15,59 円

◆ 11 月第一例会報告 ◆
澤瀬 諭
11 月 9 日(木)19:00～21:00、ﾎﾃﾙ金沢にて、卓話
のある第一例会が開催され、武藤清秀氏(むとう設計
有限会社代表取締役)による「町家を使い続けるため
に」と題した卓話を拝聴。なぜ町家を残して使おうと
するのか。古都金沢には伝統的建造物が多く残され
ているが、壊してしまうと同じものを作るのは難しい。
良好な町並みや景観を維持するために必要な各分
野の職人が幸いにも金沢には多くいることも残しやす
い好条件です。町家の復活とともに新しい町家を創
造しょうとする氏の熱い思いが伝わってきました。北会
長のご尽力により 6 名のｹﾞｽﾄが参加され、活気ある例
会を開催することができたことに感謝いたします。

古屋南山ｸﾗﾌﾞ)が承認された。
《 第 21 回中部合同ﾒﾈｯﾄ会 》
18 日(土)15:30～19 日(日)10:00、ﾎｽﾄは金沢ｸﾗﾌﾞの
ﾒﾈｯﾄ会。はじめに数澤淑子 中部合同ﾒﾈｯﾄ事業主
査が開会点鐘・挨拶。来賓として西日本区理事の大
野 勉氏、次期理事の遠藤通寛氏、書記の進藤啓介
氏、ﾒﾈｯﾄ事業主任の中道京子氏をはじめとする役員
が臨席、神戸ｸﾗﾌﾞからも多くのﾒﾈｯﾄさんが参加。
NPO 金沢・能登ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ代表の津田たまえ氏による
講演「ﾊﾞﾝｻﾞｲ ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ」は、身近に取り組まれてい
る活動を紹介。懇親会では、顔見知りの方も多く来場
し、交流を重ねた。ｱﾋﾟｰﾙﾀｲﾑでは、趣向を凝らして
西日本区大会のｱﾋﾟｰﾙがなされた。行事全体として
「おもてなしの心」が伝わる大変良い企画であった。

◆ 金沢 YMCA わいわい農園便り② ◆

◆ びわこ部部会に参加して ◆
平口 哲夫
11 月 5 日(日)13:00～16:30 、長浜市余呉町の「ウ
ッディパル余呉」で開催の第 22 回びわこ部部会に参
加。9:10 に自宅を自家用車で出発、途中、北ﾜｲｽﾞと
三谷ﾜｲｽﾞを乗せ、澤瀬ﾜｲｽﾞ宅に立ち寄り、澤瀬ﾜｲｽﾞ
の車で余呉に向かった。余呉訪問は初めての私、車
中、「余呉という地名は由来が古そう」とつぶやいたら、
北ﾜｲｽﾞが「羽衣伝説のある地ですから」と即答。
12:00 頃に会場に到着。先に到着していた名古屋
ｸﾗﾌﾞの川本ﾜｲｽﾞと熊本ｼﾞｪｰﾝｽﾞｸﾗﾌﾞの上村ﾜｲｽﾞをお
見かけしたので、まずは 6 人揃って写真撮影。

地域奉仕・環境事業委員長 北 肇夫
今ｼｰｽﾞﾝの農園だよりはﾌﾞﾘﾃﾝ 9 月号に掲載されて
いるので、それ以降の主な作業であるｻﾄｲﾓの収穫に
ついて報告する。11 月 6 日(月)8:00～12:00、朝倉理
事長・北陸学院大学生(山岸勇太さん、貫場 喬さ
ん)・金沢犀川ｸﾗﾌﾞ(平口、北ﾜｲｽﾞ)の 5 名により、ｻﾄｲﾓ
の掘り取り・水洗い・選別を実施。収穫量は、干ばつ
や病虫害・獣害もなく、平年並み。収穫物は、納屋で
風乾を行い、近日中に袋に詰めて登録会員に配達
する予定。今後の農園体験が大学生たちとの交流の
機会に発展してゆけばと願っている。

◆ ながまちふれあいフェスティバㇽ 報告 ◆

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞの時点から各ﾃｰﾌﾞﾙ上に近江肉や松茸
などを配したｽｷ焼準備がなされているので、昼食時
に屋外ﾃﾝﾄ販売のﾁｰｽﾞｹｰｷ 1 個を食べただけの空き
腹では、懇親会の料理が実に待ち遠しい思いをした。
名古屋ｸﾗﾌﾞ 2 名・名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｸﾗﾌﾞ 2 名と着席ﾃｰ
ﾌﾞﾙが同じ。中部からは 12 名が参加。

◆中部評議会・中部合同ﾒﾈｯﾄ会に参加して◆
会長 北 肇夫
11 月 18 日(土)～19 日(日)湯涌温泉“お宿 やまし
た”で標記の会が開催され、当ｸﾗﾌﾞから筆者が参加。
《 第 2 回中部評議会 》
18 日(土)13:30～15:00、西 中部書記の進行による
ｾﾚﾓﾆｰのあと、山内 中部部長が議長に選任されて
議案が協議され、次々期中部部長に深尾俊夫氏(名

地域奉仕・環境事業委員長 北 肇夫
“ながまちふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2017”は、11 月 26 日
（日）10:00～15:00、同実行委員会・金沢市青少年団
体連絡協議会(青団連)主唱に金沢 YMCA・金沢ｸﾗ
ﾌﾞ・金沢犀川ｸﾗﾌﾞが呼応して参加。中央公民館長町
館と長町緑地にて青団連加盟 9 団体と公民館利用ｻ
ｰｸﾙ 17 団体が参加。
屋外ｽﾃｰｼﾞでは当行事のｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ“支えあう み
んなの笑顔 ながまちﾌｪｽﾀ”の応募者表彰や多彩な
ｽﾃｰｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが展開され、模擬店の売り声や餅つき
の掛け声に
会場が包ま
れた。館内で
は活動紹介
やｸﾗﾌﾄなど
の体験ｺｰﾅｰ
等があり、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰに挑戦する学童の声が響いた。
今後の課題：①秋季に同様の行事が重複、②時
雨・寒さ対策が必要、③来場者が減少、広報活動の
見直しが必要、④展示の内容・方法がマンネリ化。

