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国際会長主題     「私たちは変えられる」“Yes, we can change.” 
アジア太平洋地域会長主題  「アクション！」“Action!” 
西日本区理事主題     「未来に残すべきものを守り育てる」 

“Let’s Protect and Cultivate What Should Be Passed on the Future” 
中部部長主題     「ワイズ総活躍中部」 
金沢犀川ｸﾗﾌﾞ会長主題 「明日に向かって飛躍！ 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 イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱
と な

え、パンを 裂
さ

いて、

弟子たちに渡しては配らせ、二匹の魚も皆に分配された。すべての人が食べて 満腹
まんぷく

した。そして、

パンの 屑
く ず

と魚の残りを集めると、十二の 籠
か ご

にいっぱいになった。パンを食べた人は男が五千人で

あった。 
新共同訳聖書 マルコによる福音書６章 41 節‐44 節 

２０１８年９月強調月間 
Mennetes 

メネット例会を開催しましょう。国際、国内プロジェクトの理解を深めるとともに、たくさんのメネッ

ト、ワイズファミリーが集いますよう、皆様に呼びかけましょう。 
遠藤通寛 西日本区理事・メネット事業主任兼務（大阪泉北） 

☆９月第一例会 ﾒﾈｯﾄ強調月間特別例会☆ 
～松任 千代女の里めぐり～ 

日 時：9 月 16 日(日)13:00～16:00 
（現地集合 12:50、現地解散 16:00） 

会 場： ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ白山（白山市西新町 152-7）
集合、同ﾎﾃﾙ内“洋風ｷｯﾁﾝあんと”で昼食後、

千代女の里俳句館、松任ふるさと館、紫雲園、

松任中川一政記念美術館を見学。 
会 費：3,000 円（食費・入場料込、学生以下

は実費） 
準 備：澤瀬 （以下のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは適宜実施） 

＊＊＊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  
ゲスト紹介：北会長  
今月のﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｲ 北会長 該当者なし 
食前の感謝：平口ﾜｲｽﾞ 

――― 会 食 ――― 
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 
＊使用済み切手、ｱﾙﾐ缶、ｳｴｽ用布製品をご提供

下さい。 

☆☆☆８月例会報告☆☆☆ 
[第一例会] 創立 25 周年特別例会、8 月 11 日(土・

祝)13:30～18:30、ﾎﾃﾙ金沢、式典・ｺﾞｽﾍﾟﾙ公演(ﾗﾆｰ・
ﾗｯｶｰ＆北陸ｸﾞﾚｰｽﾏ ｸﾜｲﾔ)・ｽﾗｲﾄﾞ映写「金沢犀川ｸﾗﾌﾞ

25 年の歩み」・講演「ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾈｯﾄのある豊かな社会

を創る！ ～新しい YMCA ﾋﾞｼﾞｮﾝからの提案～」島

田茂氏(前 日本 YMCA 同盟総主事)。参加者：澤瀬・

澤瀬ﾒﾈｯﾄ・北・北ﾒﾈｯﾄ・竹中・竹中ﾒﾈｯﾄ・平口・平

口ﾒﾈｯﾄ・三谷・三谷ﾒﾈｯﾄ(金沢犀川ｸﾗﾌﾞ)、ﾋﾞｼﾞﾀｰ 25
名、ｹﾞｽﾄ 38 名、計 73 名。[第二例会]8 月 23 日(木) 
19:00～21:00、竹中ﾁｬﾍﾟﾙ、北・竹中・平口。 
第 22 回中部部会 10月 6 日(土)12:30～16:30、ｱｲﾘ

ｽ愛知、参加予定者：北・平口。 

今月の聖句について 6 章 30 節～44 節には「5000
人の供食」と呼ばれる奇跡が記されている。当時の

ｲｽﾗｴﾙの民衆は、非常食用に乾ﾊﾟﾝや干魚のようなも

のを持参していたので、ｲｴｽに習って一斉にこれを取

り出して食べたのであろうという、合理的な見方が

ある。その見方が当っているとしても、奇跡的な出

来事であることに変わりはなく、その深い意味を理

解することのほうが重要である。（平口） 
10 月の当番 準備/澤瀬、司会/平口 

 
当クラブ 8 月出席者 8 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    5 名 
ビジター    25 名 
ゲスト    38 名 

4÷4✕100 
 

メーキャップ    0 名 

前月繰越切手   3,728g 
8 月分切手       0g 

今年度累計  
切手 3,728g 
現金   0 円 

前月累計   46,790 円 
8 月      34,500 円 

 

合計   5 名 73 名 100％     今期累計  81,290 円 



《 金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 》http://sophiruka.sakura.ne.jp/kanazawaymca/ 
 

◆ 金沢犀川ｸﾗﾌﾞ創立 25 周年特別例会 ◆ 
平口 哲夫 

 8 月 11 日(土・祝)13:30～18:30、ﾎﾃﾙ金沢で当ｸﾗﾌﾞ

創立 25 周年特別例会を開催。参加者 73 名中、式典

～記念講演参加者 69名(当初目標 50 名)、祝会参加

者 37名(当初目標 30名)と、会員 5名のｸﾗﾌﾞにしては

大盛況の特別例会となったことに、まずはひと安心。 

参加者は、総合司会者の前田有加里さん(日本画

家)、ｺﾞｽﾍﾟﾙ公演者のﾗﾆｰ・ﾗｯｶｰ＆北陸ｸﾞﾚｰｽﾏｽｸﾜ

ｲﾔ 24 名、記念講演者の島田茂氏(元日本 YMCA 同

盟総主事)、腹話術講話者の田口昭典牧師(日本ﾊﾞﾌﾟ

ﾃｽﾄ連盟金沢ｷﾘｽﾄ教会)、ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、YMCA、教

会関係ならびに一般の方々が参加。 

ﾜｲｽﾞ関係では、中西部から大阪ｾﾝﾃﾆｱﾙｸﾗﾌﾞの石

津雅人 西日本区書記、大阪土佐堀クラブの丹吾礼

ﾒﾈｯﾄ、大阪高槻ｸﾗﾌﾞの和田早苗 西日本区 EMC 事

業主査と川岸清ﾜｲｽﾞ、東日本区東新部から東京町

田ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞの権藤徳彦ﾜｲｽﾞ、びわこ部から長浜ｸﾗ

ﾌﾞの松岡義隆 直前部長・松岡弥生ﾒﾈｯﾄ・伊藤文訓ﾜ

ｲｽﾞ・松井一利ﾜｲｽﾞ、阪和部から大阪泉北ｸﾗﾌﾞの人

見晃弘 西日本区 YMCA ｻｰﾋﾞｽ・ﾕｰｽ事業主任)と正

野忠之副会長、中部から金沢ｸﾗﾌﾞの幸正一誠会長・

伊藤仁信副会長・山内ﾐﾊﾙ書記・数澤淑子ﾒﾈｯﾄ会

長・澁谷洋太郎ﾜｲｽﾞ・西信之ﾜｲｽﾞ・清水淳ﾜｲｽﾞ、名

古屋東海ｸﾗﾌﾞの柴田洋治郎 中部部長ら 5 名(写真

参照)、名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｸﾗﾌﾞの荒川恭次会長、金沢犀

川ｸﾗﾌﾞのﾜｲｽﾞ 5 名とﾒﾈｯﾄ 5 名が参加。 

 
ﾗﾆｰ・ﾗｯｶｰ＆北陸ｸﾞﾚｰｽﾏｽｸﾜｲﾔによるｺﾞｽﾍﾟﾙは、

ﾎｰﾙ全体に響き渡り、まことに迫力がありました。 

ｽﾗｲﾄ映写ﾞ「金沢犀川

ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 25年の歩

み」（記念品として CD 版

を作成予定）が終ってか

ら、「ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾈｯﾄのある

豊かな社会を創る！ ～

新しいYMCAﾋﾞｼﾞｮﾝから

の提案～」と題して講演

する島田茂氏。 

 
 祝会で第 22 回中部部会のｱﾋﾟｰﾙをする名古屋東

海ｸﾗﾌﾞの皆さん（左から大島孝三郎・長谷川和宏・柴

田洋治郎・橋爪良和・八木武志 各ﾜｲｽﾞ）。 

 式典の際のﾆｺﾆｺ献金は 5

月第一例会のニコニコ献金な

どと合わせて、西日本豪雨災

害復興支援と国際的な難民

救済のためにそれぞれ 3 万円

ずつ、金沢 YMCA を介して日

本 YMCA 同盟に送る手筈に

なっており、祝会では目録の

み北会長から朝倉YMCA理事長に手渡された。上の

写真は「あなたとわたしの YMCA」と題して腹話術講

話をする田口昭典牧師。 

 
日頃のご協力に感謝して北会長からﾌｧﾐﾘｰﾌﾟﾚｾﾞﾝ

ﾄを手渡された金沢犀川ｸﾗﾌﾞのﾒﾈｯﾄたち。 

 
講演終了後に撮影した記念集合写真（参加者全員が写っているわけではありません） 

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

