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年間会長標語「リボーンとやま、あらたな第一歩」
とやまワイズメンズクラブ１１月号ブリテン
【11 月第１例会】

日 時：2019 年 11 月 11 日（月）19：00～21：00

場所：YMCA 堤町センター

内容：
１． 開会式

司会：島田 茂

１）開会点鐘（会長）
２）ワイズソング
３）聖書朗読（コリントの信徒への手紙Ⅰ 10 章 13 節）
４）祈祷
５）清水会長挨拶

２．卓話：「YMCA と賛育会～被災を乗り越える力」スピーカー：島田 茂
川渕映子
３．協議
１）災害支援活動
２）会費徴収の件
３）活動の報告と今後の活動
４．YMCA 報告
５．YMCA の歌
閉会点鐘・閉会
【10 月第１例会出席報告】
日
出
欠

卓話：
「チャリティウーマン」スピーカー：川渕映子さん

時：2019 年 10 月 14 日（月）10：00～12：00 富山 YMCA 堤町センター 京都 Y’s と合同例会 10 名出席
席：清水淳会長、中島完一、菅原美穂子、川渕映子、小泉宗政、水野 績、水野メネット 以上 7 名
欠席者の内 11/3 出席：吉川夕佳、城石芳人、島田 茂 計 9 名+メネット 1 名 （出席率 47.4％）
席：青山仁、青島明生、池田通則、内山政子、高松朱音、舟崎優満、神保勝己、松浦正樹、中川喬之、松田誠一
以上 10 名
（敬称略）
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聖書

コリントの信徒への手紙Ⅰ

10 章 13 節

あなたがたを襲った試練で、人間として耐えられないよう
なものはなかったはずです。神は真実な方です。あなたがた
を耐えられないような試練に遭わせることはなさらず、試練
と共に、それに耐えられるよう、逃れる道をも備えていてく
ださいます。

ワイズソング 「いざ立て」（Once more we stand）淵田多穂理訳詩
（１）いざ立て 心あつくし
（２）歌えば
心ひとつに
手を挙げ 誓いあらたに
ともがき
ひろがり行きて
われらの モットー守る
遠きも
近きも皆
ふさわし その名ワイズメン
捧げて
立つやワイズメン
絶えせず めあて望み
栄えと
誉れ豊か
この身を 捧げ尽くさん
まことは 胸にあふれん

ＹＭＣＡの歌
淵田多穂理作詞
津川圭一作曲
１ 若人のあつきいのりは
百年の歴史をつづる
とこしえののぞみにもえて
さかえあり
YMCA
われらまたこぞりて起たん
２ 開拓のみむねかしこみ
福音のみ旗は進む
地のはての国々までも
ひかりあり
YMCA
われらまた勇み行かん
３ 民族のへだてとりさり
手をつなぎ一つとなりぬ
もろともに心合わせて
みのりあり
YMCA
われらまた誓いて勝たん
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京都ワイズメンズクラブと合同例会
日程：10 月 14 日（月）10：00～12：00
会場：富山 YMCA 堤町センター
10 月 14 日の例会は京都クラブとの合同例会でした。直前まで台風の進路を心配していま
したが影響は少なく、京都からワゴン車で 10 名のメンバーが来られました。
6 月の西日本区大会の際にお話しをいただき、7 月のアジア太平洋大会の際に早期の合同
例会の開催を約束しました。10 月の例会が祝日にあたることから例会の開催時間を午前中
に変更し早い時間に京都まで帰っていただけるようにしました。
前日夜には「北の門」で懇親会を行ないました。食通の多い京都クラブのメンバーに富山
の海の幸と日本酒を十分に楽しんでいただけたと思います。勢い良く飲み続けましたがラグ
ビーＷ杯日本戦があり早期撤収となりました。
例会後は呉羽山頂の「呉山飛天」でランチをいただきました。生憎の雨模様のため景色を
見ていただけなかったのが残念でした。
京都クラブは設立 70 年を超える老舗のクラブです。一時は高齢化が進んだというお話も伺
いましたが、30 代の若手会員も多く活気あるクラブです。ＹＭＣＡの活動をサポートする
ことに力点を置く活動をされているとのことですので、われわれが目指すべき同じ方向を向
いているクラブだと思います。今後も交流を深め学んでいきたいと思います
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とやまワイズ計画案
2019 年 11 月 11 日
当面は会員卓話を中心に YMCA の活動を深めるという内容です。できるだけユースリーダーを数名招く
ことができればと話し合いました。テーマやスピーカー案は勝手な案でこれから調整します。
〇8 月第 2 例会（役員会）
8 月 23 日（金）19：00～21：00

〇富山 YMCA バザー
11 月 3 日（日）10：00～15：00（要確認）

駅前センターY’s さくらカフェ
〇11 月 11 日（月）19：00～21：00
〇9 月第 1 例会
9 月 9 日（月）19：00～21：00

卓話：「YMCAと賛育会～被災を乗り越える力」
スピーカー：島田 茂・川渕映子

卓話：
「舟橋村事業の現状と計画」
スピーカー：竹中成行さん

〇12 月 9 日（月）19：00～21：00
卓話：
「クリスマス例会メッセージ」

〇特別オープンプログラム

スピーカー：水野 積さん

9 月 20 日（金）18：00～21：00
卓話：
「夢がかなうなら」

〇1 月 13 日（月）19：00～21：00

田中廣喜さん（NHK チーフプロデューサー）

卓話：仮題「ワイズと YMCA の協働のために」

大野寿子さん（メイカ・ウィッシュ）

スピーカー： 西日本区直前理事・遠藤通寛さん

会場：県民会館予定
＊懇親会：
「北の門」予定

〇2 月 10 日（月）19：00～21：00
「就労継続支援 A 型事業所の現状と展望」案

〇９月第 2 例会（役員会）

スピーカー：舟崎優満さん

9 月 27 日（金）19：00～21：00
駅前センターY’s さくらカフェ

〇3 月 9 日（月）19：00～21：00
卓話：
「リーダーとの交流」案

〇10 月第 1 例会

スピーカー：リーダー有志

10 月 14 日（月）10：00～12：00
卓話：
「YMCA とボランティア人生」
スピーカー：川渕映子さん

〇卓話案：
「SDGs と野菜ソムリエプロの挑戦」
スピーカー：田中美弥さん

＊京都ワイズの参加予定
〇10 月第 2 例会（役員会）
10 月 25 日（金）19：00～21：00
駅前センターY’s さくらカフェ
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