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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 わたしは 福音 を 恥 としない。福音は、ユダヤ 人 をはじめ、ギリシャ人にも、信 じる
もの

すく

かみ

ちから

者 すべてに 救 いをもたらす 神 の 力 だからです。
16 節

新共同訳聖書 ローマの信徒への手紙 1 章

２０１８年６月強調月間
評価・計画
10 の目標のうち、5 割達成できれば上出来。さあ、あとひと月、あなたの目標達成度を、あと 1 割引き
上げましょう。実線を通して。
大野 勉 理事（神戸ﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ）
☆☆☆６月第一例会案内☆☆☆
時：6 月 14 日(木)19:00～21:00
場：ﾎﾃﾙ金沢「風月」
費：3,500 円（夕食代）
備：平口ﾜｲｽﾞ
＊＊＊プログラム＊＊＊
司 会
：竹中ﾜｲｽﾞ
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
竹中ﾒﾈｯﾄ(1 日)
食前の感謝
：竹中ﾜｲｽﾞ
―― 会食 ――
卓話 ：
「ナホトカ号重油流出事故から 21 年―
海洋環境の現状―」
平口ﾜｲｽﾞ
事業委員会報告
：各委員長
ニコニコタイム
：澤瀬ﾜｲｽﾞ
閉会点鐘
：北会長
＊使用済み切手、ｱﾙﾐ缶、ｳｴｽ用布製品をご提供
下さい。
日
会
会
準

☆☆☆５月例会報告☆☆☆
[第一例会] 5 月 10 日(木)19:00～21:00、ﾎﾃﾙ金沢、卓
話「旅するｷﾞﾀﾘｽﾄ～土地の音を奏でる～」垣田 堂 氏
(ｷﾞﾀﾘｽﾄ)、参加者：松井隆氏・坂野博氏・坂野美知子
氏・米永吉範氏、北・北ﾒﾈｯﾄ・澤瀬・竹中・竹中ﾒﾈｯ
ﾄ・平口・平口ﾒﾈｯﾄ（卓話者含めて 12 名参加）。[第
二例会]5 月 24 日(木) 19:00～21:00、竹中ﾁｬﾍﾟﾙ、北・
澤瀬・竹中・平口。
第 21 回西日本区大会 6 月 9 日(土)～10 日(日)、ANA
ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸、北・澤瀬・平口参加予定。7 月第
一例会 7 月 12 日(木)19:00～21:00、ﾎﾃﾙ金沢、卓話
「第 21 回西日本区大会に参加して」北ﾜｲｽﾞ。
今月の聖句について ﾊﾟｳﾛは、ｷﾘｽﾄ教徒を迫害する
立場から転じて、ｷﾘｽﾄ教を述べ伝える道を歩むこと
により、様々な迫害を受けることになったが、
「わた
しは福音を恥としない」と、誇り高く宣言している。
ｲｴｽ・ｷﾘｽﾄの死と復活によって人々が罪から救われる
という福音に啓示されている「神の義」は、
「正しい
者は信仰によって生きる」と書いてあるとおり、信
。
仰を通して実現されるからである（1 章 17 節）
7 月の当番 準備/澤瀬、司会/平口
《 金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 》
http://sophiruka.sakura.ne.jp/kanazawaymca/

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

5 月出席者
正会員
4名
功労会員
0名
メネット
3名
ビジター
0名
ゲスト
5名
12 名

5 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
3,720g
5 月分切手
0g
今年度累計
切手 3,720g
現金
0円

ニコニコタイム
前月累計
26,790 円
5月
10,500 円
5 月のニコニコ献金は、日
本 YMCA 同盟を介して難
民支援活動に捧げます。
今期累計 37,290 円

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT”

◆ ５月第一例会報告 ◆
澤瀬 諭
2018 年 5 月 10 日(木) 19:00～21：00、ﾎﾃﾙ金沢に
て当クラブの 5 月第一例会が開催された。今回の卓
話は、いつものお話と趣を変え、ｷﾞﾀﾘｽﾄの垣田 堂(か
きた どう)氏をお迎えしてｷﾞﾀｰ演奏を拝聴した。 垣
田氏は海外での演奏活動を経て、ソロ活動のほか、
現在は他の文化団体とも共演し、北陸を中心に活動
しておられる。

2017-2018 年度第 3 回中部評議会では、部長報告、
会計決算中間報告、各事業主査・ｸﾗﾌﾞからの活動報
告などがあり、長谷川和弘監事の講評があった。
2018-2019 年度第 1 回中部評議会は、1 か月前倒
しの引継ぎであり、新体制の中部ｷｬﾋﾞﾈｯﾄや各ｸﾗﾌﾞ
の運営のｽﾑｰｽﾞなｽﾀｰﾄが期待されている。協議内容
は、2018-2019 年度部長方針及び事業計画、20182019 年度会計予算、2019-2020 年度深尾俊雄部長
選出とﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ(名古屋南山ｸﾗﾌﾞ)」の確認があり、続
いて各事業主査の年度方針や、各ｸﾗﾌﾞの年度計画
などの報告があった。
閉会点鐘のあと全員で集合写真撮影し、各々、今
後の健闘を祈念し、無事解散となった。

◆ 春のクリーンキャンペーン ◆

皆さん誰もがお馴染みのｽﾍﾟｲﾝ民謡の“禁じられた
遊び”（愛のロマンス）からスタート、ムーン・アンド・ス
ターズ（アール・クルー）、こきりこ節（五箇山民謡）、モ
ーツァルト（ブラート・オクジャワ）、 即興メドレー：夜空
ノムコウ（SMAP）～インスピレーション（ジプシーキング
ス）～アメイジング・グレイス（イギリス賛美歌）と続いた。
演奏曲目の解説を交えながらの生演奏に、参加者 11
名が酔いしれて、瞬く間に時が過ぎ去った。楽しい夜
のひと時を過ごすことができ、感謝。

澤瀬 諭
今回、金沢市青少年団体連絡協議会(青団連)主
唱の「春のｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｲﾝ」には、事情により 5 月 20
日(日) 7:00～8:00 と 5 月 27 日(日) 7:00～8:00 の二
度に分けて参加した。
5 月 20 日は新桜坂緑地(W 坂)の清掃をした。W 坂
の階段部を中心に金沢 YMCA の朝倉理事長、地元
町内会石交会の武藤清秀氏、金沢犀川ｸﾗﾌﾞの北・澤
瀬・竹中、以上 5 名が参加。主に階段部の清掃をし、
ごみ袋 45L 入り 6 袋分の天然素材が主な収集ごみで
あった。天候に恵まれ、1 時間余りの作業で見違える
ようにきれいになった。

（5 月 20 日、新桜坂緑地にて）

5 月 27 日は、金沢 YMCA 周辺を清掃。朝倉理事
長、金沢ｸﾗﾌﾞの朝倉みゆきﾜｲｽﾞ・伊藤ﾜｲｽﾞ・数澤ﾜｲ
ｽﾞ、金沢犀川ｸﾗﾌﾞの北・平口、以上 6 名が参加。

◆ 中部 EMC シンポジウム等の報告 ◆
北 肇夫
中部 EMC ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、2017-2018 年度第 3 回中部
評議会および 2018-2019 年度第 1 回中部評議会は、
5 月 19 日（土）に名古屋 YMCA 本館 5F 会議室で、
午前と午後に分かれて同日開催された。
中部 EMC ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑでは、三科仁昭ﾜｲｽﾞ(区 EMC
事業主任/京都東稜ｸﾗﾌﾞ)から「西日本区 新生ﾜｲｽﾞ
起こし運動」の提言、荒川恭次ﾜｲｽﾞから「中部の現状
を踏まえての提言」があった。特に、人材ﾊﾞﾝｸやﾘｰﾀﾞ
ｰ育成などの重要性についての提言が印象に残った。
参加者数は 23 名であった。

（5 月 27 日、金沢 YMCA 事務所のあるﾏﾝｼｮﾝ前にて）

