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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
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今月の聖句：言 の 内 に 命 があった。命は人間を照らす光であった。光は 暗闇 の中で輝いている。
暗闇は光を理解しなかった。
新共同訳聖書 ヨハネによる福音書１章 4 節～6 節

２０１８年２月強調月間

TOF CS FF STEP for All
各クラブ独自で行っている素晴らしい CS 事業をワイズ全体に発信し、自慢しましょう。互いに知り合
う事でワイズ活動の活発化を促進しましょう。各種献金は期限までにお願いします。
吉田由美地域奉仕・環境事業主任（大阪なかのしまクラブ）
☆☆☆2 月第一例会案内☆☆☆
2 月 11 日(日・祝)～12 日(月・振休)に 新春特
別例会として深谷温泉・元湯石屋で開催予定で
したが、大雪のため予定を下記のごとく変更。
日 時： 2 月 15 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(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
三谷信三(25 日)・三谷道子(14 日)
食前の感謝
：平口ﾜｲｽﾞ
―― 会食 ――
卓話「ギリシャ・南イタリア旅行体験談」
瀧平 才治 氏(元ｸﾗﾌﾞ会員)
事業委員会報告
：各委員長
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

1 月出席者
正会員
4名
功労会員
0名
メネット
2名
ビジター
0名
1名
ゲスト
7名

☆☆☆1 月例会報告☆☆☆
[第一例会] 1 月 25 日(木)19:00～21:00、ﾎﾃﾙ金沢、卓
話「子供たちのやる気ｽｲｯﾁを入れる」、多賀千之氏（多
賀ｸﾘﾆｯｸ院長）、参加者/北・北ﾒﾈｯﾄ・澤瀬・澤瀬ﾒﾈｯﾄ・
竹中・平口。[第二例会]1 月 11 日(木)19:00～21:00、
竹中ﾁｬﾍﾟﾙで開催の予定だったが大雪のため、Ｅﾒｰﾙ
でのやり取りで済ませることにした。
名古屋ｸﾗﾌﾞ 70 周年記念例会 3 月 4 日 13:00～16:30、
ｱｲﾘｽ愛知。3 月第一例会 3 月 8 日(木)19:00～21:00、
ﾎﾃﾙ金沢、卓話「睡眠～ぐっすり眠って、すっきり目
覚めのために～」中島素子氏(金沢医大看護学部教授)。
今月の聖句について ﾖﾊﾈによる福音書が書かれた
紀元 1 世紀末頃は、ｷﾘｽﾄ教がﾕﾀﾞﾔ教から異端とみな
され、迫害されるようになっていた。この聖句で「光」
というのはｷﾘｽﾄ教、
「闇」というのはｷﾘｽﾄ教徒を迫害
する、当時のﾕﾀﾞﾔ社会を意味している。差別や抑圧
を受けても、
「光の子」として生き生きと生きること
ができた、その理由を福音書は説き明かしている。
（平口）
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/
＊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。

1 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
1 月分切手
0g
今年度累計
切手 3,675g
0円
現金

ニコニコタイム
前月累計
15,590 円
1月
4,200 円

今期累計

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT”

19,790 円

◆ 1 月第一例会報告 ◆
平口 哲夫
1 月 25 日(木)19:00 からﾎﾃﾙ金沢で開催の 1 月第
一例会は、多賀ｸﾘﾆｯｸ院長の多賀千之（たが・かずゆ
き）先生の卓話「子供たちのやる気ｽｲｯﾁを入れる」を
拝聴。参加者は子育てではなく孫育て世代ばかりだ
ったが、家族関係のありかたも含めて示唆に富むお
話を、楽しく、くつろいだ雰囲気の中で伺った。
子育てを「木の苗」を育てるｲﾒｰｼﾞで考えた場合、
①「土」：「甘える」、②「水」：「話を聞く」、③「肥料」：
「ありがとう」、④「太陽」：「夢を語る」の対応関係があり、
このうち①に近いほど母親、④に近いほど父親の役
割が大きい。
生まれたばかり
の赤ちゃんは、す
べてのことを泣い
て伝えて両親や
家族にいろいろし
てもら う 。この「 し
てもらえる」ことの
繰り返しから信頼
感と自己肯定感が育まれ、自立に向かっていく。自立
は、“甘える壺”が十分に満たされて、心の安定感が
確保されれば、自然発生的に始まる。ただし、“甘えさ
せてあげる”のはその子のために時間を使うことであ
って、物質的に“甘やかす”ことではない。
人はｱﾄﾞﾊﾞｲｽしてくれる人より、話を聞いてくれる人
を信頼する。ｱﾄﾞﾊﾞｲｽは二の次にして、まずは、しっか
り相手を見て、うなずきながら傾聴することが大切。
人から「ありがとう」と言われると、“自己肯定感”が
得られ、他人を肯定して仲良くする基本にもなる。日
常生活の中で「ありがとう」をたくさん言うようにしよう。
大人自身がﾜｸﾜｸするような夢を持ち、それを子供
たちに語りかければ、子供たちも夢を持つようになり、
夢に向かって歩き始める。また、自分たちの経験を生
のままで子供たちに話してあげれば、子供たちは自
分にとって必要なところだけを抜き取っていく。
私自身、反
省さ せられる
内容のお話
だっただけに、
子育て中の
娘に配布資
料を送ってあ
げることにした。上掲の写真は、謝礼後に握手を交わす
北会長と多賀先生を撮ったもの。下掲の写真は、閉会
点鐘後に撮ったもの。

◆ ロシア・バルト海ｸﾙｰｽﾞ体験記(9) ◆
平口 哲夫
2015 年 8 月 26 日 23:30(現地時間)ﾛｼｱのﾍﾟﾃﾙﾌﾞ
ﾙｸを出港。翌
27 日、ﾌｨﾝﾗﾝ
ﾄﾞのﾍﾙｼﾝｷに
向かう MSC ｵ
ｰｹｽﾄﾗのﾃﾞｯ
ｷ 13 のﾌﾟｰﾙ
脇舞台でｺｯｸ
さ ん た ち と記
念撮影。
同日 12:00 ﾍﾙｼﾝｷ
に到着、2 時間ほど市
内観光。右の写真はｳ
ｽﾍﾟﾝ ｽｷ ｰ寺院(大聖
堂)の前で撮ったもの。
ﾛｼｱ帝国時代の 1862
～1868 にﾛｼｱ正教会
の大聖堂として建設さ
れましたが、現在はﾌｨ
ﾝﾗﾝﾄﾞ正教会のものと
して位置づけられてい
ます。中には入らず、
外観だけを見ました。
次に訪ねたｼﾍﾞﾘｳｽ公園は、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞを代表する作
曲家ｼﾍﾞﾘｳｽ(1865-1957)を記念して造られたもの。ﾊﾟ
ｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝのようなﾓﾆｭﾒﾝﾄ(下掲写真の左側)とｼﾍﾞﾘｳ
ｽの頭像(右側)が特徴的。ﾜｲｽﾞｿﾝｸﾞ「いざ立て」の曲
はｼﾍﾞﾘｳｽ作曲の交響曲「ﾌｨﾝﾗﾝﾃﾞｨｱ」の一部、『讃美
歌 21』532 番(『讃美歌Ⅰ』298 番)の曲でもありますか
ら、今回、訪れることができてよかったと思います。

巨大な岩をく
りぬいて造ったﾃ
ﾝﾍﾟﾘｱｳｷｵ教会
（ﾙｰﾃﾙ派、1969
年完 成） も 印象
的。上部側面に
ｶﾞﾗｽが嵌め込ま
れ、自然光が取
り 入 れら れてい
ます。岩盤がむ
き出しになって
いる壁は音響効
果に優れているので、ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙとしても利用。設置
されているﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝの演奏を聴いてみたい。
（つづく）

