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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 ペトロは吾に返って言った。「今、初めて本当のことが分かった。主が天使を遣わして、

ヘロデ王の手から、またユダヤ民衆のあらゆるもくろみから、わたしを救い出してくださったのだ。」 
            新共同訳聖書 使徒言行録第 12 章 11 節 

２０１８年１１月強調月間 
Public Relations Wellness 

ワイズメンズクラブ活動を広報して社会的認知度を高めましょう。 
加藤信一 広報・情報委員長（京都トップスクラブ） 

☆11 月第一例会☆ 
～ワイズデー特別例会～ 

日 時：11 月 8 日(木)19:00～21:00 
会 場：ﾎﾃﾙ金沢 
会 費：3,500 円 
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  
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  
澤瀬ﾒﾈｯﾄ(8 日) 

食前の感謝：平口ﾜｲｽﾞ 
――― 会 食 ――― 

卓話：「アメリカにおける恐竜発掘～恐竜絶滅

の謎に迫る～」 
桂 嘉志浩（石川県立自然史資料館 学芸員)  

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

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

☆☆☆10 月例会報告☆☆☆ 
[第一例会] 中部部長公式訪問・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ特別例会 

10 月 14 日(日)12:30～14:00、松任海浜公園ﾊﾞｰﾍﾞｷｭ

ｰ広場、参加者：柴田洋治郎中部部長・柴田純子ﾒﾈｯﾄ・

長谷川和宏ｸﾗﾌﾞ書記・大島孝三郎ﾜｲｽﾞ(名古屋東海ｸﾗ

ﾌﾞ)北・澤瀬・澤瀬ﾒﾈｯﾄ・竹中・平口(金沢犀川ｸﾗﾌﾞ)、
計 9 名。[第二例会]10 月 25 日(木) 19:00～21:00、竹

中ﾁｬﾍﾟﾙ、北・澤瀬・平口。 
金沢 YMCA わいわい農園 11 月作業予定 毎週火曜日

午前 6 時 30 分～7 時 30分(少雨決行) 、ﾀﾞｲｺﾝやﾈｷﾞ

の土寄せ、害虫駆除、ｻﾄｲﾓの収穫など。ながまちふ

れあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 11 月 11 日(日)10:00～15:00、中央

公民館長町館・長町緑地、準備：澤瀬・北・平口。 

今月の聖句について ｲｴｽ・ｷﾘｽﾄの弟子ﾍﾟﾃﾛがﾍﾛﾃﾞ王

(ｷﾘｽﾄ誕生の物語で幼児虐殺令を出したﾍﾛﾃﾞ大王の

孫)の指図によって投獄されたが、天使によって助け

出されたときにﾍﾟﾃﾛが口にした言葉。「今、初めて本

当のことが分かった。」は、英語聖書 TEV では、“Now 
I know that it is really true!”と記されている。英

語の realize には、①はっきりと自覚する、実感する、

悟る、合点がゆく、認識する、②[しばしば受身で]
希望・計画などを実現する、などの意味がある。①

が主観的、②が客観的であるように、ｲｴｽ・ｷﾘｽﾄによ

り救いが実現しているという事実を、自らがすでに

救われていることとして、ﾍﾟﾃﾛは悟ったのであった。 
12 月の当番 準備/平口、司会/竹中 

 
当クラブ 10 月出席者 10 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     0 名 
メネット    1 名 
ビジター    4 名 
ゲスト    0 名 

4÷4✕100 
 

メーキャップ    0 名 

前月繰越切手   3,728g 
10 月分切手       0g 

今年度累計  
切手 3,728g 
現金   0 円 

前月累計   81,290 円 
10 月      7,500 円 

 

合計   5 名 9 名 100％     今期累計  88,790 円 

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


◆ １０月第一例会報告 ◆ 
～中部部長公式訪問・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ特別例会～ 

 平口 哲夫 

10 月 14 日(日)、松任海浜公園ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ広場で、

柴田洋治郎 中部部長ご一行を迎えて行われた特別

例会は、晴天のもと、澤瀬紀子ﾒﾈｯﾄによる数々の手

料理を味わいながら、快適なひとときを過ごしました。

この手料理は、ﾒﾈｯﾄさんがご自宅で造って器に盛り

付け、何度も車で運んできてくださったもので、料亭

料理を野外で味わう感がしました。部長ご一行は、前

日、片山津温泉に泊まられたので、二日続きのご馳

走を楽しんでいただけたことでしょう。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◆ 中部部会＆評議員会に参加して ◆ 
北 肇夫 

10月6日(土)ｱｲﾘｽ愛知(名古屋市中区丸の内)で、

第 22 回中部部会＆第 2 回中部評議会が開催され、

当ｸﾗﾌﾞから平口・北の 2 名が部会に、筆者は午前中

の中部評議会から参加。参加者総数 114 名。 

 中部評議会では、前期決算報告書と当期予算書が

承認され、変更が必要となった次期部長に小林滋記

ﾜｲｽﾞ(名古屋南山ｸﾗﾌﾞ)が選出された。 

 中村利雄氏(元愛知万博事務総長)による記念講演

「愛知万博の意義とその後の万博の国際的流れ」は、

13 年前の「愛･地球博」が蘇ったようで、懐かしく身近

に感じられた。 

 懇親会では、

顔見知りの方も

多く来場され、

交流を重ねる

ことができた。

食事もこだわり

の特別メニュー

で、個々へのｻ

ｰﾋﾞｽもあり、行事全体の運営やおもてなしの心が伝

わる大変良い企画であった。 

 

◆ 秋の全市一斉美化清掃参加記 ◆ 

地域奉仕・環境事業委員長 北 肇夫 

“金沢ﾏﾗｿﾝ”開催間近の 10 月 21 日(日)早朝、金

沢市町会連合会主唱の全市一斉美化清掃に呼応し

て、新桜坂緑地(W 坂)の清掃作業に「石交会」2 名、

金沢YMCA1名(朝倉理事長)、金沢犀川ｸﾗﾌﾞ4名(澤

瀬・竹中・北・北ﾒﾈｯﾄ)の計７名が合同参加。 

 清掃作業は上下段の園地と階段部と広範囲で行わ

れ、ｺﾞﾐ量(枯葉が 90L 入り 8 袋、45L 入り 2 袋)は、こ

の時期にしては多量であった。この作業には、竹中ﾜ

ｲｽﾞ持参のﾌﾞﾛｱｰ(ｴﾝｼﾞﾝ付き掃除機)が威力を発揮し、

時間短縮に

繋がった。

作業後、高

台の展望所

で城下町を

眺めながら、

お茶で喉を

潤し、歓談

した。快晴

のもと、1 時

間余りで見違えるようになった。 

 落葉期は 12 月まで続くので、体調管理に留意しな

がら、当ｸﾗﾌﾞの地道なﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の一環として作

業を続行していきたい。 

 

◆ 金沢ｸﾗﾌﾞ ・ﾒﾈｯﾄ会“芋煮会” に参加◆ 
北 肇夫 

金沢ｸﾗﾌﾞ・ﾒﾈｯﾄ会の芋煮会は、10 月 27 日（土）に

内川ｽﾎﾟｰﾂ広場で開催。参加者総数 9 名のうち、金

沢ｸﾗﾌﾞ 6 名、金沢 YMCA１名(朝倉理事長)、当ｸﾗﾌﾞ

2 名(平口・北)。終日雨天であったが、炊事も食事も

屋内施設で行われたので支障なく、段取りに手慣れ

た面々によって定刻前には食事が整えられた。恒例

の芋煮は、

味・量とも

に大満足

であった。

また、朝倉

みゆきﾜｲ

ｽ ﾞ が事前

に 準 備 さ

れたｻﾗﾀﾞ風味の漬物にも舌鼓を打った。この芋煮会

実施に当られた皆様に感謝申し上げます。 


