2017－2018 第３回中部評議会議事録
日 時:2018 年 5 月 19 日(土) 13:15〜14:45
場 所: 名古屋 YMCA
出席者:山内、西、伊藤、数澤(輝)、荒川、川口、谷川、長谷川、深尾、塚本、下村、北、小
林、浅野、河部、塩川、數澤（淑）
欠席者：幸正、千賀
進行・記録：中部書記 西
1. 開会宣言・点鐘・開会の祈り・開会挨拶が、山内ミハル中部部長によって行われた。
2. 評議会定数確認が中部書記によってなされ、算定出席者数 1９名、 出席者数 17 名
全構成員の 2/3 を超えており評議会は成立。
3. 議長選出 (中部部則第 9 条 3 項)に則り、山内ミハルが議長に選出され,挨拶があった。
4. 議案・協議
【第 1 号議案】2017-2018 年度中部部長報告が中部部長山内ミハルによって行われ、部長
訪問を通して見られた各クラブの活動の様子、富山クラブ立ち上げの中間報告などが、報
告された。
【第２号議案】2017-2018 年度会計決算中間報告が中部会計伊藤仁信によっておこなわれ、
昨年度の例にならって、収入支出が執行されていることが報告された。最終決算報告は、
２０１８−２０１９年度第２回評議会にて報告の予定。
各議案が出席者全員の挙手によって認められた。
5. 各事業主査による活動報告
Y サ・ユース報告が、名古屋南山クラブの小林滋紀主査から、地域奉仕・環境報告が名
古屋東海クラブの浅野猛雄主査から、EMC 報告が名古屋クラブ谷川修主査代理から、国
際・交流報告が四日市クラブの塩川彰彦主査から、メネット会報告が金沢クラブの數澤淑
子主査から、それぞれ配布資料に基づいて行われた。配付資料 A 参照。
6. 各クラブ会長からの報告
金沢クラブの報告が伊藤仁信副会長から、名古屋クラブの詳しい報告が谷川修会長から、
名古屋東海クラブ報告が各月の活動と各事業毎の活動を中心に長谷川和宏会長から、名古
屋南山クラブの報告が深尾俊雄会長からは、重点実施事項や合同例会開催等について、四
日市クラブのチヤリティーウォークや幼稚園バザー等の報告が塚本浩己会長から、名古屋
グランパスクラブの下村明子会長から東北震災応援ツアー等各月の活動の要点の報告が、
金沢犀川クラブの北肇夫から卓話例会やたけのこ掘り体験などの活動の報告が、それぞれ
配付資料に基づいてなされた。配付資料 B 参照
7. その他の報告事項
8. 監事講評

情報委員会について荒川恭次委員長より報告があった。
荒川恭次中部監事
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9. 閉会の祈り

山内中部部長

10 閉会点鐘

山内中部部長

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配付資料 A

（事業主査報告書）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017-2018 Y サ・ユース事業主査報告

小林滋紀(名古屋南山)

２０１７年１２月２３日 クリスマスキャロルイン・JR タワーズ
２０１８年 3 月２１日 名古屋 YМCA 卒業リーダー感謝会
3 月２４日 第七回春のウオーキング
4 月 30 日 金沢 YМCA たけのこ掘り体験
＊4 月名古屋 YМCA 日本語学院開校
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017-2018 地域奉仕・環境事業主査報告

浅野 猛雄（名古屋東海）

私は、地域奉仕・環境主査として吉田由美事業主任の方針を受け献金（CS,TOF、FF、RBM）ゼロ
クラブを無くそうと呼びかけましたが、残念ながら４つの部門の目標額を達成出来たのは 4 クラ
ブのみでした、それ以外のクラブは一部未達か、ある項目の目標額がゼロでした。後期半年報の
人数で献金をされ目標額を達成出来ないクラブが有りましたが、ロースターの 70 ページの表彰基
準の処に対象会員数は前期（7 月）半年報で計算と明記されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2027-2028ＥＭＣ事業報告
谷川 修 EMC 事業主査代行（名古屋）
■ねらい
今期は、ワイズ将来構想特別委員会からの提言を受けて、中部としてどうしていく
のか!? 現状の相互理解と、手立てについて話し合う。
■議事予定
三科仁昭 EMC 西日本区主任に委員会からの提言
２０分
荒川恭次ワイズより 中部の現状について報告、現状を踏まえての提案 １５分
協 議
５５分
※ 話し合う具体的な内容 ：西日本区新生ワイズ起こし運動に連動した、中部のワイズ起こし
運動体系について、組織体制、会議体、具体的な目標、行動、見直しといった一連について話し
合いにより、決定しこの運動を すすめるスタートとする。
■開 催 日：２０１８年５月１９日（土）
■時
間：１１：００～１２：３０
■場
所：名古屋ＹＭＣＡ本館（池下）５Ｆ
■参 加 者：各クラブのワイズ起こし運動担当者ほか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017-2018国際・交流事業主査報告

塩川 彰彦（四日市クラブ）
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今期、主査担当の塩川が、勝手ながら舞台俳優としての出演が２０１７年９月から２０１８年
５月初旬まで、東京都内で５公演、大阪市内２公演、名古屋市内１公演というスケジュールとな
り、また、大阪のFM局での声優（ナレーターとして）としての出演もあり、２０１７年９月後半
からワイズメンズ活動を一時中断しなければならなくなり、皆さまに大変ご迷惑をおかけしまし
たことをお詫び申し上げます。
以下、簡単な報告とさせていただきます。
２０１７年８月１５日～１９日 日韓ユースセミナー開催
８月１６日～１８日 日和田キャンプ場にて韓国と日本のユースメンバー合同キャ
ンプ
２０１７年１０月１６日（１５日～１７日ソウル滞在）
塩川彰彦単独にて、韓国ソウル市内にあるソウルＹＭＣＡを訪問しましたが
事前の連絡なしであったため役員の方とのご挨拶を果たさずに終わりました。
２０１８年３月３日、４日
名古屋ワイズメンズクラブ創立７０周年記念例会にて
IBC韓国聖岩クラブ、DBC国内熱海グローリークラブ＆和歌山紀の川クラブと
の交流
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2027-2028 中部メネット事業主査活動報告

数澤淑子（金沢）

〇第 21 回中部合同メネット会の開催
１１月１８日㈯～19 日(日)、金沢の湯涌温泉「お宿やました」を会場に「第 2 回中部評議会」と
同日開催。神戸クラブより中道メネット事業主任はじめ 6 人のメネットさん、西日本区大野理事、
進藤書記、大阪より遠藤次期理事、評議会出席の中部役員の方々、金沢クラブのメン・メネット
が参加。
「子どもの貧困」についての啓発活動として「NPO フードバンク金沢・能登」の代表の津
田たまえ氏に講師を依頼、講演を通してこの地域での知られざる子どもたちの貧困の状況を知る
ことが出来た。
〇子どもの居場所づくりをしている団体を支援
名古屋 YMCA「学童キャンプ」の活動を推薦、西日本区の承認を受け、１０万円が寄付される。
メネット事業主査として
〇 ７月 １日（土） 西日本区メネット事業主査研修会・懇親会に出席
於：神戸ＹＭＣＡ三ノ宮会館
〇クラブ訪問
９月２４日(日) 金沢犀川クラブの第一例会に出席
10 月 10 日(火) 名古屋クラブ第一例会、山内部長のクラブ訪問に同行
４月１２日(木) 四日市クラブ・津クラブ合同例会、 同上
４月１７日（火） 名古屋グランパスクラブ第一例会、同上
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配付資料 B (会長報告書)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金沢クラブ

2017-2018 活動報告

会長 幸正一誠

金沢クラブは今期７０周年を迎えました。この長い歴史をお支え頂いた中部の各クラブの皆様に
感謝申し上げます。７０年の歩みの中で培われた事は「例会重視」の伝統です。どの様な大会に
クラブとして参加しようとも、例会は必ず開催しています。「楽しく無ければ例会ではない」」を
クラブモット－に毎回時間オ－バ－気味に開催しています。この為、今期の目標であった「ニコ
ニコタイム」の充実が出来なかった。メンバ－増強もなかなか難しい状況でした。
活動報告（例会＝第１例会）
７月例会 卓話：四度 ワイズ海へ就航 幸正 一誠 金沢クラブ会長
8 月例会 卓話：ボランティアを続けて 服部 千鶴氏（ボランティア 桜会）
9 月例会 卓話:：ことばの哀しみ 松田 章一氏（鈴木大拙館館長）
9 月 18 日 中部部会・金沢クラブ創立７０周年記念式典：金沢ニューグランドホテル
10 月例会 卓話：ＹＭＣＡのブランディングについて 松田 誠一富山ＹＭＣ総主事）
10 月 8 日 十勝ワイズポテト配布：山内ワイズ宅
11 月例会 卓話：8 年から 10 年後自動車革命はどうなるのか？西 信之 (直前会長）
11 月 4 日 芋煮会（メネット会主催）
：内川スポ－ツ広場
11 月 26 日 ながまちふれあいフｴステｲバル 2017：中央公民館長町館
金沢ＹＭＣＡ・金沢犀川クラブ共同にて参加
11 月 5 日 びわ湖部会：ウッディパル余後
11 月 18 日 第 2 回中部評議会：湯涌温泉 お宿やました
第 21 回中部合同メネット会（11/18～19）場所 同上
12 月例会（12/20） クリスマス例会 場所：金沢ニュ－グランドホテル
卓話者 加藤 礼二牧師（日本基督教団長町教会）
説教題 クリスマスメッセ－ジ｢神様に登録する主｣
12 月 23 日 ユニセフ街頭募金 金沢ＹＭＣＡ・金沢犀川クラブ共同：竪町商店街入口
2018 年
1 月例会 卓話：パソコン教室 疑問・質問に答えます 宍戸 智洋氏
1 月 27 日 Ｎew Ｙear Ｐarty：ホテルトラスティ金沢香林坊
2 月例会 卓話：タイのミニ知識 松田 勝則氏（石川県タイ友好協会名誉会長）
2 月 17 日 金沢ＹＭＣＡスキ－教室：白山一里野温泉スキ－
3 月例会 卓話：知の楽市で社会貢献 高本芳昭氏（NPO 法人ケ－ネット知楽市前専務理事）
3月8日
クラブ訪問 金沢犀川クラブ：ホテル金沢
4 月例会 卓話：石川県近代工芸（江戸末期から）の発展について「万国博覧会に見る日
本の美術工芸品の位置づけと技術革新」濱岸勝則氏（石川県立工業高校 教諭）
5 月例会 卓話：腹話術について 朝倉 秀之氏（金沢ＹＭＣＡ理事長）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名古屋クラブ 2017-2018 活動報告

会長 谷川

修

今期の名古屋クラブは、チャーター70 年を念頭に活動を展開した。活動方針は、「 ① 明日
のリーダーを育てる。② 地域活動を地域の人々とともに行うことで、認知度を高める。③ 若
い力を吹き込むことで 活性化を図る。④ IBC、DBC のみならず、広く交流を図る。⑤ 第一例
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会の充実 ⑥ 広報に力をいれる。⑦ YMCA 活動をバックアップする。」とした。
改めてふりかえってみると、④ 広く交流を図る。⑤ 第一例会の充実 ⑦ YMCA 活動をバッ
クアップする の３点は、70 周年記念事業のとりくみもあって、想定かそれ以上の実績を積み上
げられたかなと自負するものの、他の① ② ③ ⑥は、成果とよべるような実績を積み上げら
れなかったと反省しきりである。３月４日に開催した 70 周年記念例会は、クラブ総員に近い取り
組みとなり、133 名ものワイズ、元ワイズ、支援する団体の皆様にご参集賜り、ホスピタルクラ
ウンの大棟耕介氏のトーク＆パフォーマンスに大感激をしていただき、大成功を遂げたとの満足
感があるものの、これが、次の 100 年につなぐものとなったのかという点では疑問が残る。これ
を区切りとばかりに、相次いで退会の申し出が、長老的なメンバーから出ている。何とか慰留に
つとめているものの、それぞれの退会の理由を聞くにつけ、年齢的なこと、体調不良のこと等、
退会もやむ無しかと思える。輝かしい一時代を築いてきて下さったメンバーにいつまでも頼りき
りであったことを真摯に反省しないといけないと思う。何より、自分のような 60 代とそれより若
手がもっと 会員増強を本気で取り組まないといけないと、期の終盤になって思い知らされてい
る。バトンを次期会長に渡すに際して、この点を大きな宿題とし 一緒になって取り組まねばと
思う。
以上の総括に立ちつつ、一年の活動を振り返る。
第一例会 7 月 11 日(火) 定期総会
8 月 27 日(日) 納涼バーベキュー例会(愛知牧場にて、チャーター記念)
9 月 12 日(火) 卓話「東京パラリンピックをめざして」(講師；;加藤 尊氏)
10 月 10 日(火) 卓話「
“日本語学校”構想について」(名古屋 YMCA 総主事中村 隆
氏)
11 月 14 日(火) 卓話「名古屋ワイズ 70 年を振り返る」(西村 清ワイズ)
12 月 ９日(土) 70 周年記念クリスマス例会 クラウンと過ごすクリスマスナイ
ト
１月 ９日(火) 卓話「インドを旅して」(講師；遠藤恵美子名古屋 YMCA スタッフ)
２月 13 日(火) 70 周年記念例会準備 協議会
３月 ４日(日) 70 周年記念例会
４月 10 日(火) メネットナイト 卓話「生活困窮者支援からみた子どもの貧困」
(講師；佐藤 康光氏)
５月 15 日(火) 卓話「人生泣き笑い、よもやま話」 (講師；近藤よし恵氏)
６月 12 日(火) 年度のふりかえり、次年度方針 協議会
Y サ事業

11/4 チャリティーランでみたらしだんごの提供やチームスポンサー
11/24 チャリティーゴルフ、12/23 クリスマスキャロルのお手伝い
地域奉仕事業
10/9 発達に遅れのある路上生活者支援事業所 NPO 法人「からし種」支援
12/9 重度の障がい者の日中活動の場 NPO 法人愛実の会でのクリスマス奉
仕
児童養護施設「南山寮」児童等招待 潮干狩り（６月３０日予定）
交流事業
3/3 70 周年記念例会に合わせた IBC、DBC 交流
会員異動
入会 ７月 11 日 ２名(可知 将、平野実郎)
９月 12 日 １名(深谷 聡)
退会 12 月 31 日 １名(山口一雄)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名古屋東海クラブ 2017-2018 後期の活動報告

会長 長谷川和宏

①１１月～３月までの活動計画と実施状況
１１月
１１・４
名古屋ＹＭＣＡチヤリテイーラン協力
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（飲料提供、11 名参加、２チームをスポンサー）
１１・９
第 1 例会（卓話：田中保夫氏１５名出席メークアップ含む）
１１・１１～12
ＤＢＣ交流会（御殿場にて、メネット含め 9 名参加）
１１・１９・２０
中部評議会・中部メネット会、金沢にて（3 名出席）
１１・２４
名古屋ＹＭＣＡチヤリテイ―ゴルフ（2 名参加）
１２月
１２・２～１２・２５ 名古屋ＹＭＣＡクリスマスカードコンテスト協賛（東海クラブ賞提供、
延べ１０名協力）審査会 12/2 表彰 12/16、作品展示会 12/19-－12/25
１２．３
クリスマス例会（メネット、ファミリー、メーク含み３２名参加）
１２・２３
クリスマスキャロル協力（メネット、ファミリー含め 10 名参加）
１月
１・１１
第 1 例会（卓話：草地大作氏 「種を蒔く人と成長する種」
(ゲスト 5 名含む２３名出席）
１・１５～３・２２ 「春のウォーキング２０１８」
チヤリティーウォーク準備（準備会・企画・広報）
１・１８～
中部部会準備（実行委員会組織・準備会・会場調査）
２月
２・８
Ｔ．Ｏ．Ｆ例会（オークション実施：売り上げ３０５００円）
ピンクシャツデー学習、日本語学院紹介、１８名出席内ゲスト 2 名
２・２７～
第 62 回ＹＭＣＡ市内中学生バスケットボール大会準備（役員会）
実行委員 2 名（大会は８月上旬）
３月
３・４
名古屋クラブ 70 周年記念例会参加（１３名参加寄付 2 名含め）
３・８
第 1 例会（卓話：伊賀奈功氏マジックショー出席人数１６名）
３・１０・１１
「次期会長主査研修会」
（部長、会長、主査 3 名出席予定）
３・１１
「３・１１慰霊式」
（名古屋ＹＭＣＡは主催団体）参加人数未定
３・１４
「名古屋地区ワイズクラブ連絡会」（会長、監事他出席予定）
３・２４
「春のウォーキング２０１８」
（参加者 50 名目標）募集中
３・２１
「卒業リーダー感謝激励会」
（出席人数未定）募集中
３・２２
「中部部会準備会・各パートの役割明確化」第 2 例会後
3 月下旬
「ＹＭＣＡ日本語学院協力」チュ―タ―受付中・開校協力活動
期間中の第２例会、臨時例会、特別例会の記載は省略しました
②特記事項
現在活動取り組み進行中
春：
「春のウォーキング２０１８」参加者募集ＰＲ（郵送、チラシ、宣伝等々）、
夏：第 62 回 市内中学生バスケットボール大会準備（役員会）協賛として
秋：中部部会準備（準備会・会場調査～プログラム、他の会合、組織体制）
③４月～６月までの活動予定
・ 第 62 回 市内中学生バスケットボール大会準備
（大会案内、エントリー受付、監督会議、協賛・後援確認）
・中部部会準備（準備会・会場調査～プログラム、他の会合、組織体制）
・2018―2019 年度を支えるためのクラブ体制の確立準備
・５・１９中部ＥＭＣシンポジウム、新旧評議会・・確定
・６・９～１０西日本区大会（神戸）への勧め（クラブ役員中心に 7 名目標）

6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名古屋南山クラブ 2017-2018 活動報告
会長 深尾俊雄

下半期も月次例会以外にワイズ農場での活動に力を注ぎました。ＹＭＣＡ等の野外活動の場所
として整備を続け、秋のイモホリだけなく、今春は恒例の農場例会以外にＹＭＣＡの野外活動グ
ループの子供達、幼稚園の子供たちが訪れタマネギの収穫を行ない、ピザ窯を利用した野外料理、
サツマイモの植付け等を楽しみました。
月次例会の内容等は以下のとおりです。

１．

第一例会報告
開催日

２．

場

所

内 容

出

席

杁中、鳥貴族

新年会

メ ン
ゲスト

7名
3名

8 日(木）

南山 YMCA

次 期 以 降の 活動 構 想の話 会
い。次期クラブ役員の選出

メ

ン

8名

3月

8 日(木）

南山 YMCA

加圧トレーニング体験

メ

ン

8名

４月

3 日(木)

日本語学院

名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｸﾗﾌﾞと合同
日本語学院見学

メ

ン

8名

５月

11 日(日)

ﾜｲｽﾞ農場

農場例会

メ ン
ゲスト

7名
25 名

６月

14 日(木)

南山 YMCA

部会ホストについて

メ

1月

11 日(木）

2月

ン

8名

春のワイズ農場活動報告
月

日

参加者

6 月 3 日(日)

南山幼稚園親子
菊里関係親子

6 月 9 日(土)

YMCA オレンジ

6 月 10 日(日)

カミサワ YMCA 野外

6 月 16 日(土)

YMCA ﾌﾞﾙｰｽｶｲ

内

容

参加者数

30 名
玉ねぎ掘り、ジャガイ
モ掘りとサツマイモの
苗植え付け、ピザ焼き
等

15 名
25 名
5名
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
四日市クラブ 2017-2018 活動報告

会長 塚本浩己

長いようで短い１年でした。例会をキチッと開催することに心がけてきました。幸い６回の講
師例会を持つことができ、うれしく思っています。
会員増強は、ワイズの存在意義と理解、ＹＭＣＡの理解が十分行われないと、だめだと、これ
までの状況からそのように思っています。思いがけないことが起こってくる。そこに会員の変動
の要因があるのではないでしょうか。現在の会員の皆さんは、コアになる方々と思っています。
今は、進むべき時か、とどまるべき時か、じっと我慢する時か。ゆっくりと、四日市クラブに
ついて考える時のように思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名古屋グランパスクラブ

2017-2018 第２回評議会以降の主なクラブ活動報告
会長 下村 明子

２０１７年１２月
■南山クラブとの合同クリスマス例会（名古屋市内のレストランにて）
メネットの参加も多くにぎわうが、各メンバーのコメットが成長し、参加がなくなった。
■クリスマスキャロル（ＪＲ名古屋駅前にて）
運営スタッフとして参加。キャロルの聖歌隊は１４０名
２０１８年１月
■新年会（名古屋市内のレストランにて）
クリスマス例会同様、メネットやゲストの参加で賑わう。YMCA リーダーOG２名の参加。
２０１８年３月
■名古屋クラブ７０周年記念例会（アイリス愛知）
クラブから 6 名が参加。中でもホスピタル・クラウンのパフォーマンスが好評だった。
■名古屋 YMCA リーダー感謝会（南山 YMCA にて）
運営スタッフとして参加。５名のリーダーの門出を祝う。
■春のウォーキング（堀川沿いを中心に）
在名クラブ（主に東海クラブ）主催。参加費の 30,000 円を東北震災の支援金として被災地の
YMCA とワイズメンズクラブへ届けた。（東北震災応援ツアーで届け済み。）
２０１８年４月
■名古屋 YMCA 日本語学院見学
学院ロビーに、学生たちが休憩時に飲食をするためのテーブルとイスを寄贈。
■東北震災応援ツアー（福島を中心に）
DBC の京都東稜クラブほか、名古屋クラブ、中部以外のクラブメンバーも参加。
原発事故のその後をテーマに、地元で活動する方々に現状を伺う。
■中部部長公式訪問（名古屋 YMCA にて）
東北震災応援ツアーの報告を行なう
山内ミハル中部部長をはじめ４名の部役員の方々にゲストとして訪問いただいた。
２０１８年５月
■リーダートレーニング（名古屋 YMCA 日和田キャンプ場にて）
名古屋 YMCA 野外活動ボランティアリーダーの食事支援と交流（バーベキュー）予定
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金沢犀川クラブ 2017-2018 年度(後期)

活動報告

会長 北

肇夫

１．１１月～３月までの活動計画と実施状況
１１月９日(木) １１月第一例会(ワイズデー特別例会)
卓話「町家を使い続けるために」
武藤清秀氏(一級建築士、歴史的修復士) 参加者数 １２名
１２月１４日(木) １２月第一例会(クリスマス特別例会)
メッセージ「神の信頼に包まれて」
田口昭典牧師(日本バプテスト連盟 金沢キリスト教会) 参加者数 １４名
1 月２５日(木) １月第一例会
卓話「子供たちのやる気スイッチを入れる」
多賀千之氏(多賀クリニック院長)
参加者数 ７名
２月１５日(木) ２月第一例会
卓話「ギリシャ・南イタリア旅行体験談」
瀧平才治氏(元 クラブ会員)
参加者数 ５名
＊大雪のため、温泉地で宿泊しての「新春特別例会」を中止し、通常の会場で開催した。
３月８日(木) ３月第一例会(部長クラブ公式訪問)
卓話「睡眠～ぐっすり眠って、すっきり目覚めのために～」
中島素子氏(金沢医科大学 公衆衛生学 教授) 参加者数 １４名
２．新規または特記事項
１１月５日(日) びわこ部会(ウッディパル余呉) 参加者数 ４名
１１月１８日(土) 第２回 中部評議会・第２１回中部合同メネット会(湯涌温泉 お宿 やました)
参加者数 １名
１１月２６日(日) ながまちふれあいフェスティバル２０１７ に企画・運営に参加。
４月３０日(土・振休) 竹の子特別例会(金沢ＹＭＣＡ共催：たけのこ掘り体験)
北陸学院大学 三小牛キャンパス
＊多くのメネットさんに食事などの準備に協力いた
だく予定。
３．４月～６月までの活動予定
４月３０日(土・振休) 竹の子特別例会(金沢ＹＭＣＡ共催：たけのこ掘り体験)
北陸学院大学 三小牛キャンパス
参加予定数 ３０名程度
５月１０日(木) ５月第一例会(ギター演奏の夕べ)
演奏「旅するギタリスト～土地の音を奏でる～」
垣田 堂氏(ギタリスト)
６月１４日(木) ６月第一例会(引継例会)
卓話「卓話「ナホトカ号重油流出事故から 21 年―海洋環境の現状―」
」
(平口哲夫)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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