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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：わたしたちは、与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預

言の賜物を受けていれば、信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば、奉仕に専念しなさい。

また、教える人は教えに、勧める人は勧めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導す

る人は熱心に指導し、慈善を行う人は快く行いなさい。  ローマの信徒への手紙 12章 6節～8節 

２０１３年１１月強調月間 

Public Relations Wellness 
ワイズデーでワイズメンズクラブの PR活動を！ 加藤 信一 広報事業主任（京都トップスクラブ） 

☆☆☆11月第一例会案内☆☆☆ 

日 時：11月 14 日(木)19:00～21:00 

会 場：金沢白鳥路ホテル(金沢市丸の内 6-3) 

会 費：3000円 

準 備：北君 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

司 会         ：川村君 

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 

澤瀬ﾒﾈｯﾄ（8日） 

食前の感謝       ：平口君 

―― 会 食 ―― 

卓 話：「継がれてきた銭五の精神」 

米田志津子氏 

（公益財団法人 石川県銭屋五兵衛記念館） 

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 

☆☆☆10月例会報告☆☆☆ 

[第一例会]ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ特別例会(兼・中部部会慰労

会)10月 14日(月・祝)18:30～20:30、桜はなび、

参加者：川村君・川村ﾒﾈｯﾄ・北君・北ﾒﾈｯﾄ・澤瀬

君・澤瀬ﾒﾈｯﾄ・竹中君・竹中ﾒﾈｯﾄ・平口君・三谷

君、幸正君・澁谷君(金沢ｸﾗﾌﾞ)、以上 12 名。[第

二例会]10 月 24 日(木)19:00～21:00、金沢 YMCA

集会室、参加者：川村君・北君・澤瀬君・平口君。 

2013-2014 第 2 回西日本区役員会 11 月 16 日(土)

～17日(日)、平口参加予定。津クラブ中部部長公

式訪問例会 11 月 21 日(木)、北・澤瀬・平口参加

予定。 

今月の聖句について 「ｷﾘｽﾄにおける新しい生活」

について記した章の最後の数節。ﾌﾞﾘﾃﾝ前月号で取

り上げた「ﾀﾗﾝﾄﾝ」の喩えに通じるところがある。

自らの能力を神様から「与えられた恵み」・「賜物」

として受けとめ、「惜しまず」、「熱心に」、「快く」

捧げることが奨励されている。 

12月の当番 司会：北君、準備：澤瀬君 

金沢 YMCA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

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

＊例会に使用済み切手をご持参ください。 
 

当クラブ 10月出席者 10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     2名 

ゲスト       0名 

        100％ 

 

メーキャップ   0名 

前月繰越切手  2,467g 

10月分切手   7g 

今年度累計  

切手       2,474g 

現金        0円 

前月累計  19,800円 

10月分  8,800円 

 

合計     6名          12名            100％         累計  28,600円 

“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 

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


◆ 10 月バーベキュー特別例会報告 ◆ 
  平口 哲夫 

 10 月 14 日（月・祝）18：30～20：30、JR 金沢駅に近

い本町の「桜はなび」にて恒例のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ特別例会

が第 17 回中部部会の慰労会を兼ねて開催された。

協力ｸﾗﾌﾞの金沢ｸﾗﾌﾞからは幸正会長と澁谷ﾜｲｽﾞが

参加してくださったので、澁谷ﾜｲｽﾞの退院祝いの意

味も込めて幸正会長に乾杯の音頭をとっていただい

た。女性の参加は金沢犀川ｸﾗﾌﾞのﾒﾈｯﾄ 4 名だけだ

ったが、男性ばかりの例会よりも和やかで華やかな雰

囲気につつまれて話が弾んだ。 

 
 

◆名古屋ﾌﾟﾗｻ ・゙南山ｸﾗﾌﾞ合同例会に参加◆ 
会長 澤瀬 諭 

 10 月 10 日（木）平口中部部長公式訪問として名古

屋ﾌﾟﾗｻｸﾗﾌﾞﾞ・名古屋南山ｸﾗﾌﾞの合同例会に中部書

記北ﾜｲｽﾞと共に出席。卓話は平口部長の「東ｱｼﾞｱに

おける捕鯨の起源」。所属ｸﾗﾌﾞでも聞けない、興味深

い内容であったが、時間内に終わろうと、話を端折り

過ぎたのが惜しい。続編を聞く機会があればと思う。

例会終了後、ﾌﾟﾗｻﾞ島崎・南山小林両会長のはから

いで宴席を設けていただき、両ｸﾗﾌﾞのﾜｲｽﾞと懇親を

深めることができた。感謝！ 深夜、ﾏｲｶｰで東海北

陸自動車道をひた走り、無事帰宅。 

 
 

◆ 秋のクリーンキャンペーン ◆ 
地域奉仕・環境事業委員長 北 肇夫 

10 月 20日（日）早朝、小雨のなか定刻に揃ったﾒﾝ

ﾊﾞｰで、恒例の

「新桜坂緑地(W

坂)ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟ

ｰﾝ」に参加した。

落葉期に入り、

直前の台風 26

号の余波で、落

葉・落枝などで

覆われた一帯を

清掃した。作業終了時には、皆で充実感・達成感を

味わった。 

◆ 広島 YMCA で第 12 回西中国部会 ◆ 

中部部長 平口 哲夫 

 9月 28日（土）

13：30～１８：30

開催の西中国

部会（ﾎｽﾄ：広島

ｸﾗﾌﾞ）に参加。

写 真 は 広 島

YMCAｺﾝﾍﾞﾝｼｮ

ﾝﾙｰﾑに展示された障がい者ｱｰﾄ作品の前で撮った

もの。三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ広島に一泊。 

 

◆ 熊本菊南温泉で第 32 回九州部会 ◆ 

中部部長 平口 哲夫 

 9 月 29 日（日）15：00～18：40、菊南温泉ﾕｳﾍﾞﾙﾎﾃ

ﾙで開催された九州部会（ﾎｽﾄ：熊本むさしｸﾗﾌﾞ）に参

加。写真は、懇親会でｲ ﾐｮﾝ ｷﾞﾙ大邱ｸﾝﾎｸﾗﾌﾞ会

長(向って右から二人目)、ｼﾞｮ ｸﾞﾑ ﾋ会長夫人

(右から四人目) たちと共に撮ったもの。 

 
 

◆ 琵琶湖船上で第 18 回びわこ部会 ◆ 

中部書記 北 肇夫 

10 月 5 日（土）うす曇のなか、澤瀬会長が運転する

ﾏｲｶｰに平口・三谷・北の 3 ﾜｲｽﾞが便乗し、彦根に向

かった。今回の部会は、琵琶湖上での大型豪華客船

“ﾋﾞｱﾝｶ”を丸々借り切って行われた。印象に残った

のは、ﾃﾞｷｼｰﾗﾝﾄﾞｼﾞｬｽﾞ演奏での出迎え、「びわこ部

200 名に向けて」の寸劇、船上ﾃﾞｯｷでのﾊﾞﾙｰﾝﾘﾘｰｽ

(写真参照)などで、元気に繋がるプログラムだった。 

 
 

◆ 男鹿島で第 12 回瀬戸山陰部会 ◆ 
中部部長 平口 哲夫 

 10 月 12 日（土）～13 日（日）、

姫路市家島男鹿（だんか）「中村

荘」で開催された瀬戸山陰部会

に参加。写真：ｵｰｸｼｮﾝに平口

が提供した色紙（母の遺作、ﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ付）を購入してくださった

早川悟 次期山陰部部長（鳥取ｸﾗﾌﾞ）。 


