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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
ことば

今月の聖句：初めに 言 があった。言は神と共にあった。言は神であった。
新共同訳聖書 ヨハネによる福音書 1 章 1 節

２０１８年１月強調月間

IBC DBC
IBC/DBC 締結クラブとの交歓だけでなく、交流を深めて協議事業を検討しましょう。
金澤市郎国際・交流事業主任（京都クラブ）
☆☆☆１月第一例会案内☆☆☆
☆☆☆12 月例会報告☆☆☆
日 時：1 月 25 日(木)19:00～21:00
[第一例会] 12 月 14 日(木)19:00～21:00、ｸﾘｽﾏｽ特別
会 場：ホテル金沢(金沢市堀川新町 1‐1)
例会、ﾎﾃﾙ金沢、ﾒｯｾｰｼﾞ「神の信頼に包まれて」田口
会 費：3,500 円(食費を含む)
昭典牧師(日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟金沢ｷﾘｽﾄ教会)、参加者/朝
準 備：澤瀬ﾜｲｽﾞ
倉秀之・齋藤しのぶ・島田茂・室山正英 各氏（ｹﾞｽﾄ）、
＊＊＊プログラム＊＊＊
北・北ﾒﾈｯﾄ・澤瀬・竹中・竹中ﾒﾈｯﾄ・平口・平口ﾒﾈｯ
ﾄ・三谷・三谷ﾒﾈｯﾄ。
司 会
：平口ﾜｲｽﾞ
[第二例会]12 月 28 日
(木)19:00～21:00、竹中ﾁｬﾍﾟﾙ、参加者/北・澤瀬・竹
開会・点鐘
：北会長
中・平口・三谷。
ワイズソング
：一同
今月の聖句
：司会者
2 月新春特別例会 2 月 11 日(日・祝)～12 日(月・振
ゲスト紹介
：司会者
休) 元湯石屋、卓話「海外旅行記」(仮題)瀧平才治
今月のハッピーバスデイ
：北会長
氏(元・ｸﾗﾌﾞ会員)。3 月第一例会 3 月 8 日(木)19:00
該当者なし
～21:00、ﾎﾃﾙ金沢、卓話「睡眠～ぐっすり眠って、す
食前の感謝
：三谷ﾜｲｽﾞ っきり目覚めのために～」中島素子氏（金沢医科大
―― 会 食 ――
学看護学部教授）
卓話「子供たちのやる気スイッチを入れる」
今月の聖句について この聖句の「初めに」は、創
多賀千之氏（多賀ｸﾘﾆｯｸ院長） 世記 1 章 1 節「初めに、神は天地を創造された」の
事業委員会報告
：各委員長 「初めに」と原典でも同じ単語であり、創世記 1 章
閉会点鐘
：北会長
を念頭において記されている。この句の「言(ことば)」
とはﾛｺﾞｽの翻訳であり、当時の哲学の影響を受けて、
＊例会に使用済み切手、ｱﾙﾐ缶、ｳｴｽ用布製品を ﾖﾊﾈ教会ではｲｴｽ・ｷﾘｽﾄのことをﾛｺﾞｽと言い換えてい
ご持参下さい。
た。要するに著者は、ｲｴｽ・ｷﾘｽﾄは神と同等の存在だ
と宣言するところから説き起こしているのである。
２月の当番 準備/竹中、司会/澤瀬
《 金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 》

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

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

12 月出席者
正会員
4名
功労会員
1名
メネット
4名
ビジター
0名
5名
ゲスト
14 名

12 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
3,675g
12 月分切手
g
今年度累計
切手 g
0円
現金

ニコニコタイム
前月累計
15,590 円
12 月
0円
＊ｸﾘｽﾏｽ特別例会ｵｰｸｼｮﾝの
収益 2 万円は、東日本大震
災復興支援金として寄付。
今期累計
15,590 円

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT”

◆ 1２月ｸﾘｽﾏｽ特別例会報告 ◆
平口 哲夫
12 月 14 日(木)開催のｸﾘｽﾏｽ特別例会は、2009 年
以来 8 年ぶりに単独主催で行われた。会場のﾎﾃﾙ金
沢で部屋を確保する関係上、定員 16 名として案内ﾁ
ﾗｼを作成したところ、会員 5 名、ﾒﾈｯﾄ 4 名、ｹﾞｽﾄ 5 名、
計 14 名と、ほぼ予想通りの参加人数を得て開催。ﾎﾃ
ﾙ側が用意した部屋は、定員 16 名を超過しても十二
分に対応できる広さなので、ゆったりくつろいで過ご
すことができた。
ｹﾞｽﾄ参加者は、ｷｬﾝﾄﾞﾙｻｰﾋﾞｽでﾒｯｾｰｼﾞをしてくだ
さ った田 口
昭典牧師(日
本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ
連盟金沢ｷﾘ
ｽﾄ教会、左
掲写真)をは
じ め、島 田
茂氏 (元 日
本 YMCA 同
盟総主事)、朝倉秀之氏(金沢 YMCA 理事長)、齋
藤しのぶ氏(金沢 YMCA 事務員)、室山正英氏(泉
丘高校 Hi-Y の OB)と、ｸﾘｽﾏｽ特別例会ならではの
顔ぶれであった。
ｷｬﾝﾄﾞﾙｻｰﾋﾞｽ終
了後、竹中会員に
よりﾌﾙｰﾄ演奏が披
露された。演奏曲
は、以下の 3 曲。
１．Hodie Christus
Natus Est
2．Salve Regina
3．Kyrie
会食の合間に行われた「川柳遊び」は、私が以前
作成した川柳 16 句を、あらかじめ上句、中句、下句に
分離してｶｰﾄﾞに記入、句ごとに袋にまとめておき、参
加者に順次回してｸｼﾞ引きし、珍妙な組み合わせとな
った川柳について、選んだ人が即興で解釈するという
趣向。参加者は 14 名だったので、ｹﾞｽﾄお二人には二
度引いてもらった。その結果と解釈例を一句だけ以
下に紹介しておく。
「やせ我慢定義いつしかﾄﾗﾝﾌﾟ氏」（やせ我慢という
定義がいつしかﾄﾗﾝﾌﾟ氏を意味することになるほど今
のｱﾒﾘｶ大統領の言動は我慢できないほどひどい）。
元句は「やせ我慢太っていても辛いのよ」、「猥褻の
定義いつしか緩みけり」、「論よりもｱｼﾞで勝負のﾄﾗﾝﾌﾟ
氏」の三つ。
ｵｰｸｼｮﾝは参加者が持ち寄った品々を競売にかけ
るというもので、必要に応じて提供者が最低価格を提
示。たとえば、竹
中 会員が 提供 し
たｶﾞﾗｽ細工（右
掲載写真）は最
低価格無設定に
て私が 2000 円で
落札、私が提供した「母の遺作の色紙絵」と「作品集 3

次元 CD」をセットにしたも
の（左掲写真）は最低価
格設定の 5000 円で澤瀬
会員が落札。収益 2 万円
は、「東日本大震災復興
支援」用に金沢 YMCA を
介して日本 YMCA 同盟に
送ることにし、北会長から朝倉理事長に手渡された
（下掲写真）。

閉会点鐘後に記念写真を撮って解散。小規模の
例会ながら、ほのぼのと楽しく過ごすことができた。

◆ ユニセフ街頭募金 参加記 ◆
北 肇夫
12 月 23 日(土・祝)午後、金沢市青少年団体連絡
協議会主唱の「第 39 回ﾕﾆｾﾌ ﾊﾝﾄﾞ・ｲﾝ・ﾊﾝﾄﾞ募金～
子どもたちに生きるﾁｬﾝｽを～」に参加した。この時期
には珍しい好天のなか、金沢 YMCA から朝倉理事長
と大学生１名、
金沢ｸﾗﾌﾞ 3 名、
金沢犀川ｸﾗﾌﾞ
のﾒﾝ・ﾒﾈｯﾄ･ｺﾒ
ｯﾄ･ﾏｺﾞﾒｯﾄ各 1
名の計 9 名で、
例年のごとく竪
町商店街入口
付近にて募金
を呼び掛けた。
“若者の街・ﾌｧ
ｯｼｮﾝの街”での募金総額は 9,722 円、昨年の 7 割と
低迷ではあったが、ご厚志とご協力いただいた方々
に心から感謝申し上げます。

