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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 若者は言った。「驚くことはない。あながたは十字架につけられたナザレのイエスを探

しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられない。御覧なさい。お納めした場所である。さ

あ、行って、弟子たちとペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる。

かねて言われたとおり、そこでお目にかかれる』と。」      新共同訳聖書 16 章 6 節～7 節 
２０１９年５月強調月間 

ＬＴ 
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを学んでください！ ｸﾗﾌﾞ、部、区、あらゆる機会にﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの学の場が有ります。全てを

有意義に捉え、ｽｷﾙｱｯﾌﾟし、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを身に着けてください。全てを楽しんでください。 Y’sly 
船木順司 ﾜｲｽﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ開発委員長（京都ﾄｯﾌﾟｽｸﾗﾌﾞ） 

☆☆☆５月第一例会☆☆☆ 
日 時：5 月 16 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          ：司会 
卓話「情熱のﾃﾚﾏﾝ」(古楽器によるﾃﾚﾏﾝ作品演奏)
ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 30（代表 安岡厚子）演奏者：丸杉俊彦・

鈴木崇洋・折口未桜・安岡厚子の各氏。 
食前の感謝          ：平口ﾜｲｽﾞ 

―― 会 食 ―― 
今月のハッピーバスデイ    ：北会長 
 平口ﾒﾈｯﾄ(20 日) 
ニコニコタイム        ：澤瀬ﾜｲｽﾞ 
事業委員会報告 
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/ 

☆☆☆４月例会報告☆☆☆ 
[第一例会] お花見特別例会、4 月 11 日(木)19:00～
21:00、参加者：笠間史盛(笠間製本印刷会長)・笠間

洋子(同 夫人)、瀧平才治(元 会員)・瀧平洋子(同 夫
人)、北・北ﾒﾈｯﾄ・澤瀬・竹中・竹中ﾒﾈｯﾄ・平口。[第
二例会]4 月 25 日(木) 19:00～21:00、竹中ﾁｬﾍﾟﾙ、参

加者：北・竹中・平口。 
とやまﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞのﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ 5 月 11 日

(土)15:30～18:00、懇親会 19:00から、「とやま自遊

館」にて(宿泊可)。 2018-2019 年度第 4 回中部評

議会 5月 25 日(土)13：15～13:45、名古屋 YMCA 本

館(池下)5 階ﾁｬﾍﾟﾙ、参加予定：北会長。春のｸﾘｰﾝｷｬ

ﾝﾍﾟｰﾝ 5 月 26 日(日) 6:00～7:00 金沢 YMCA 周辺、

7:00～8:00新桜坂緑地(W坂)。6月第一例会 6月 13

日(木)、卓話「世界連邦運動と YMCA活動」(平口）。 

今月の聖句について 新約聖書の四福音書のうち、

ﾖﾊﾈ伝をのぞくﾏﾀｲ伝・ﾏﾙｺ伝・ﾙｶ伝は共通記述が多い

ので、共観福音書と呼ばれている。各福音書の成立

時期については諸説があるが、ﾏﾙｺ伝・ﾏﾀｲ伝・ﾙｶ伝・

ﾖﾊﾈ伝の順に成立したという説が最も有力。復活した

ｲｴｽがﾏｸﾞﾀﾞﾗのﾏﾘｱや二人の弟子に現れたり、弟子た

ちを派遣したり、天に上げられたりした、などの記

述(9 節以降)は、後代の加筆と見るのが一般的。 
6 月の当番 準備：平口、司会：竹中 

 
当クラブ 4 月出席者 4 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    2 名 
ビジター    0 名 
ゲスト    4 名 

4÷4✕100 
 

メーキャップ    0 名 

前月繰越切手   3,758g 
4 月分切手      0g 

今年度累計  
切手 3,758g 
現金   0 円 

前月累計   116,710 円 
4 月         0 円 
 

合計   5 名 10 名 100％     今期累計  116,710 円 

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


 

◆ ４月第一例会（お花見特別例会）報告 ◆ 
 平口 哲夫 

4月第一例会は、金沢YMCA主催の「たけのこ掘り

体験」が会場予定の北陸学院の都合により中止にな

ったので、11 日(木)19:00～21:00、KKR ﾎﾃﾙ金沢 2Ｆ

のﾚｽﾄﾗﾝ IBIS(ｱｲﾋﾞｽ)で、お花見特別例会として開催。

それぞれ自由に兼六園・金沢城公園の夜桜見学をし

てから、定刻までに会場に集まって宴会という趣向で

す。 

 
ﾚｽﾄﾗﾝ IBIS(ｱｲﾋﾞｽ)での記念集合写真 

 

ｹﾞｽﾄ参加者の笠間史盛氏（(株)笠間製本印刷取

締役会長）が参加者全員にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしてくださった印

刷物は、厚手の A4 ｻｲｽﾞ紙に大判・小判を実大で立

体印刷したもので、額に入れて飾っておけば本物み

たいに見えます。 

 
 

会食を終えてから、会場近くの金沢城大手門前の

大手堀沿い桜並木を背景に記念撮影。おぼろ月夜

のもとで、風雅なひとときを過ごしました。 

 
 

金沢城公園の夜桜特別期間中の門限は 21:00 で

すので、記念撮影後、すぐに解散しましたが、大手門

から観光客が引き戸をあけて出てきたので、私はそこ

からこっそり城内に独りで入り、夜桜を撮影しながら

石川門から出て帰宅。石川門では、門限が過ぎてい

るので、守衛が入場を制止していました。 

◆ 青団連理事退任の挨拶 ◆ 
Ｙサ・ﾕｰｽ委員長 澤瀬 諭 

このたび平成30年度をもっ

て金沢市青少年団体連絡協

議会(以下「青団連」という)理

事を退任させていただきまし

た。振り返れば平成 24 年に

北理事から引継ぎ、7 年間務

めたことになります。金沢

YMCA 理事として金沢ｸﾗﾌﾞの

渋谷理事とともに、青団連が主催する事業に参画し、

金沢 YMCA の活動内容を広く市民の皆様に PR して

きました。残念ながら大きな成果にはつながりません

でしたが、後を引継いでくださる北理事が金沢

YMCA の発展にいっそう寄与されることを願っており

ます。 

※青団連とは、金沢市生涯学習課が主管する金

沢市内の子供たちの健全育成に関わるいろいろな

団体(金沢市子供会連合会や金沢市ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ協会

及びﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ他 13団体が加盟)を取りま

とめ、長町ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙやﾕﾆｾﾌ街頭募金など

を事業展開している協議会です。 

 

◆富山 YMCA 松田誠一総主事の送別会◆ 
北 肇夫 

4月5日(金)夜、香林坊大和 8F「南国酒家」で富山

YMCA の松田誠一総主事の送別会が開催された。

松田総主事のほか、金沢 YMA の朝倉秀之理事長、

とやまｸﾗﾌﾞの清水淳会長、金沢ｸﾗﾌﾞの幸正一誠会

長はじめ 6 名、金沢犀川ｸﾗﾌﾞの平口ﾜｲｽﾞと筆者、計

11 名が集い、中華料理をいただきながら和やかに歓

談した。 

松田総主事は、富山

YMCA で 8 年間、大活

躍され、その間、金沢

YMCA にも多くのご支援

をしてくださった。このた

び、ご本人のご都合で、

郷里の熊本にご異動と

なった。今後、ますます

のご活躍を祈念します。 

 
 
左掲の写

真は、歌

謡ﾊﾟﾌﾞ「宴

園 」 で 開

催の二次

会にて撮

ったもの。 


