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国際会長主題     「全ての世界に出て行こう」“Go Ye Into All the world” 

スローガン  「ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ」“Extension, Extension, Extension” 

アジア地域会長主題  「未来を始めよう、今すぐに」“Start Future Now” 

        スローガン  「ひとつのアジア、世界はひとつ」“One Asia One World” 

西日本区理事主題     「志をもって例会に参加し、学びの機会を持ちましょう。」 

スローガン  「経験がワイズを育みます」 

中部部長主題     「長所を活かして生き生きと!」 

金沢犀川ｸﾗﾌﾞ会長主題 「活力に満ちたﾜｲｽﾞﾗｲﾌを！」“Vitalize Our Lives at the Y’s Men’s Club !” 
会長：澤瀬 諭，副会長・会計：川村孝治，書記・直前会長：北 肇夫 

今月の聖句： だれでも持っている人は更に与えられて豊かになるが、持っていない人は持っている

ものまでも取り上げられる。           （マタイによる福音書２５章 29節） 

２０１３年１０月強調月間 

BF 
BFは、全ワイズメンバーの参加によって集められる資金です。使用済み切手を収集することで世界のワ

イズを感じましょう。               長壽 和子 ファンド事業主任（岡山クラブ）            

☆☆☆10月第一例会案内☆☆☆ 

バーベキュー特別例会 

日 時：10月 14日(月・祝) 18:30～20:30 

会 場：桜はなび 

（金沢市本町 1-3-32 TEL 076-221-8100） 

会 費：5000円 

準 備：川村君 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

司 会         ：平口君 

開会・点鐘       ：澤瀬会長 

ワイズソング      ：一同 

今月の聖句       ：司会者 

ゲスト紹介       ：司会者 

今月のﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｲ     ：澤瀬会長 

食前の感謝       ：竹中君 

―― 会 食 ―― 

事業委員報告      ：各委員 

ニコニコタイム     ：川村君 

閉会・点鐘       ：澤瀬会長 

＊例会に使用済み切手をご持参ください。 

☆☆☆9月例会報告☆☆☆ 

[第一例会] 9月 16日(月・祝)11:30～16:00、ﾌﾗﾝ

ｽ料理店“ｴｽﾌﾟﾘ ｼｭﾛｽ”で昼食後、初秋の“金沢奥

座敷・湯涌温泉”をそぞろ歩く。参加者：川村・

北・北ﾒﾈｯﾄ・澤瀬・澤瀬ﾒﾈｯﾄ・竹中・竹中ﾒﾈｯﾄ・

平口・平口ﾒﾈｯﾄ・三谷、朝井悦夫・朝井佳志子・

宇野晃・宇野成子・大松三恵子(ｹﾞｽﾄ)、以上 15名。

[第二例会]9月 26日(木)19:00～21:00、金沢 YMCA

集会室、参加者：川村・北・澤瀬・竹中・平口・

三谷。 

第 18回びわこ部会 10月 5日(土)、琵琶湖上「観

光船ﾋﾞｱﾝｶ」、北・澤瀬・平口・三谷参加予定。名

古屋ﾌﾟﾗｻﾞｸﾗﾌ ・゙名古屋南山ｸﾗﾌﾞ合同中部部長公式

訪問例会 10月 10日(木)、名古屋 YMCA、北・澤瀬・

平口参加予定。第 12 回瀬戸山陰部会 10 月 12 日

(土)～13 日(日)、姫路市家島男鹿「中村荘」、平

口参加予定。2013-2014 西日本区次期役員研修会 

10月 26日(土)～27日(日)、平口参加予定。 

11月の当番 司会：川村君、準備：北君 

今月の聖句について この聖句は、「富者はますます富み、貧者はますます貧しくなる」という“ﾏﾀｲ

の法則”として曲げて世に喧伝されているが、ﾏﾀｲによる福音書 25章 14～30節に記された「ﾀﾗﾝﾄﾝ」

の喩えは、だれもがそれぞれ持っているﾀﾚﾝﾄ(能力)をいかんなく発揮するように勧めたものである。 
 

当クラブ 9月出席者 9月出席率 ＢＦポイント ニコニコタイム 

正会員    5名 

広義会員    0名 

功労会員   1名 

メ ン      6名 

メネット     4名 

ビジター     0名 

ゲスト       5名 

        100％ 

 

メーキャップ   0名 

前月繰越切手  2,440g 

9月分切手   27g 

今年度累計  

切手       2,467g 

現金        0円 

前月累計  5,200円 

9月分   14,600円 

 

合計     6名          15名            100％         累計  19,800円 

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 

http://www.ys-chubu.jp/saigaways/


◆ 9 月第一例会参加記 ◆ 
  竹中 丈晴 

9月第一例会はﾒﾈｯﾄと共に参加しようという特別例

会で、9 月 16 日（月・祝）に「初秋の“金沢奥座敷・湯

涌温泉”をそぞろ歩く」と題して行われた。台風の影

響であいにくの雨模様であったが、まずは 11 時半に

銚子町のｶｼﾞｭｱﾙﾌﾚﾝﾁ「ｴｽﾌﾟﾘ ｼｭﾛｽ」にﾜｲｽﾞ全員と

ﾒﾈｯﾄ 4 人、それにｹﾞｽﾄの方 5 人が集合した。 

いつものｾﾚﾓﾆｰは、ﾚｽﾄﾗﾝという場所柄、他のお

客さんにご迷惑をかけるといけないので、今回は割

愛した。自己紹介し、三谷ﾜｲｽﾞの食前の感謝のあと、

ﾗﾝﾁにしては贅沢なﾌﾚﾝﾁ料理をいただいた。 

食後、湯涌の江戸村に行き、村長さんの解説を拝

聴しながら旧山川家と旧松下家を見学した。先人の

知恵や、格式に応じた住まいを見て当時の生活ぶり

を想像しながら、現代の我々は便利な生活をしてい

る反面、いかに時間に追われて余裕をなくしているか

と、深く考えさせられた。 

その後、開設 10 周年の金沢湯涌夢二館に移動、

竹久夢二の作品を鑑賞し、絵葉書などのお土産物を

買うなどして、午後 3 時半過ぎに三々五々解散した。 

 
（金沢湯涌夢二館前にて） 

 

◆名古屋東海クラブ 9 月第一例会に参加◆ 

会長 澤瀬 諭 

 6 月 12 日(木)、名古屋東海ｸﾗﾌﾞの第 1 例会に参加

する平口中部部長の公式ﾞ訪問に随行した。中村隆

氏(名古屋 YMCA 総主事)の「Next stage of Nagoya 

YMCA」という、今後進むべき方向を示す卓話を拝聴

し、山村会

長他ﾒﾝﾊﾞｰ

から暖かい

もてなしを受

けたことに感

謝しながら

帰路につい

た。 

（東海ｸﾗﾌﾞ山村会長からﾐﾆﾊﾞｰﾅｰを贈呈された二人） 

 

◆ 第 18 回京都部会に参加 ◆ 
会長 澤瀬 諭 

 9 月 1 日(日)、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾋﾟｱ京都で開催された京

都部会に平口中部部長、三谷ﾜｲｽﾞと澤瀬の 3 名

が参加した。さすが西日本区最大の京都部で約

500 名のﾜｲｽﾞﾒﾝが集い、ｾﾚﾓﾆｰが西日本区大会

を思わせる盛大さであった。前日の中部部会主催

の後で疲れがあったので、帰宅があまり遅くならな

いよう、閉会前に京都を後にした。 

 
 

◆ 第 12 回六甲部会に参加 ◆ 

中部部長 平口 哲夫 

 9 月 7 日（土）14：30～19：00、JR 神戸駅前の神戸ｸ

ﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ 3Fにあるｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙで開催された第 12回

六甲部会に参加。記念講演は、神戸大学海事科学

研究科の矢野吉治教授による「練習船 深江丸の東

日本被災地支援活動について」。 

 
 

◆ キャンプ地で第 25 回阪和部会を体験 ◆ 
中部部長 平口 哲夫 

 9 月 14 日（土）11：30～15：30、紀泉わいわい村で

開催された第 25 回阪和部会に参加。分科会の時間、

宿泊棟 10 のﾌｧﾝﾄﾞに配属されていることに気づかず、

あちこちの撮影に夢中になっていました。写真はﾒﾈｯ

ﾄ分科会の会場「あずまや」前で撮ってもらったもの。 

 
 

◆ 茨木市で第 17 回中西部会開催 ◆ 

中部部長 平口 哲夫 

 9 月 15 日（日）15：00～

18：00、茨木市役所 9F「ｽ

ｶｲﾗｳﾝｼﾞ」で開催された第

17 回中西部会に参加。写

真は講演「ﾊﾞｲｵﾘﾝ製作に

心を込めて」の講師ﾏｴｽﾄ

ﾛ・岩井孝夫氏、並びにﾊﾞ

ｲｵﾘﾆｽﾄ・馬渕清香氏と共に撮ってもらったもの。 


	BF

