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金沢ＹＭＣＡの今後
理事長 井上 良彦
鳥野谷（トリノや）に 花一輪の 早春賦
イタリヤのトリノで展開された冬季オリンピック競技も、17 日間があっという間
に過ぎて閉幕した。女子フィギュアスケートで荒川静香さんが金メダルという大
輪の花を咲かせた。だがそれが唯一の花で、日本チームのメダルはゼロ。全
参加国をならべると 18 位という不振だった。
その原因の分析・検討がいろいろ行われていよう。私としては選手たちの発
言が興味深かった。多くの選手は「やってやるぞ」と高揚した気分であった。
「感動を与える」と気負った人もいた。そして幕が引かれた後では、「こんなは
ずではなかったが、自分としては力を出したつもりだし、今後につながると思
う」といったエクスキューズ（弁明）が多く聞かれた。
14 世紀に能演劇の指導理念を作り上げた世阿弥は、役者が舞台で「自分はこうやったつもり」という弁
解を、きびしく叱った人であった。「客はお前のつもりを見にきたのではない。」舞台演技は客席からどう見
られるかが決定的なのである。世阿弥は客観性ということを強調した。
金沢 YMCA のこの一年は、法制上の整備に力が注がれた。俵理事や数沢理事らの努力でようやく制
度上の法人としての体裁が整った。
「わいわい寄席」も三年連続で開催できたことなど、感謝である。金沢 YMCA は事業拡大などは将来の
こととして、法人組織として自らを整えて、将来の前進の備えをするのがよい。私井上もそれだけが任務と
自覚しているので、新年度からは新しく理事長・理事役員を選んで、出発していただきたいと思う。

《 Y M C A と 私》
思い出のサッカー教室
金沢 YMCA 理事
金沢ワイズメンズクラブ会員 澁谷 洋太郎
私が YMCA と関わったのは、三谷信三兄に勧められて金沢ワイズメンズクラブに入会した 1988 年のこ
とです。金沢教会にお世話になっていたので、千葉さん、山内さん、そして山谷さんが YMCA に関わって
いることは分かっていましたが、私の関心はむしろボーイスカウトのほうにありました。と申しますのは、私
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は中津川でボーイスカウトの隊長をしていましたので、金沢でボーイスカウトの活動をしたいと適当な団を
探していたからです。しかし、キリスト教系の団はなかったので、ワイズに入会となったのです。
詳しいことは分からないまま、新入りとして活動をお手伝いしておりましたところ、上関さんが金沢
YMCA の主事を退職することになりました。その結果、新竪町小グランドと鶴来町の富光寺グランドで活
動していたサッカー教室の引継問題が生じました。50 名ほどの小学生を放り出すわけにもいかず、
YMCA の責任として継続していかなければならなかったのです。幸い金沢工業大学に勤めておりました
ので、時間を何とかやりくりできました。新竪町小のほうは金大付属小の子供たちが多く、父兄保護者が
熱心で、手を抜くわけにはいきません。富光寺のほうは鶴来町の明光小の子供たちです。こちらは技量も
上手で熱心です。とはいっても、私が技術を教えたわけではなく、大阪 YMCA の池田主事の後輩がルネ
ス技術学園のサッカー監督で、その方にリーダーを派遣して頂いてこちらは口だけでハッパをかけていた
ようなものですが。

なんとか 4 年間ほど教室を維持しておりました。その間、北陸学院小との年 2 回の定期戦、夏には全国
YMCA サッカー大会に流れ葉スキー場、丹波に犀川ワイズの高木さんにバスを運転して頂いて参加など、
数々の思い出があります。あの子たちはもう高校生か大学生になっていることでしょう。参加前の合宿で
はすぐそばの NEC のグランドを借りて（快く貸して頂いた）、夏の太陽のもといっしょに汗を流しました。鶴
来町の富光寺グランドで教室をしていたので、鶴来町サッカー協会が発足したときに役員になって、いまも
白山市サッカー協会鶴来支部の役員をしております。
これが私の YMCA の 1 ページです。

ＹＭＣＡのリーダー
金沢 YMCA 臨時職員 小野 陽子
大学 1 年の冬、大学の先輩からの「子供たちとスキーに行こう！」という誘いにのり
富山 YMCA に行ったのが私と YMCA との出会いでした。初めて参加した活動は 3
泊 4 日のスキーキャンプ。日中はスキー、夜は歌ったり踊ったりと、とにかく楽しかっ
たのを覚えています。
富山 YMCA では、当時、子供たちの野外活動、知的障害者施設、老人施設での
レクリエーションなどのボランティアがあり、それからの私は、ただただ子供たちや施
設の利用者さんたちとの活動が楽しく、また、同じようにボランティアに来ている仲間
と共に過ごすことが楽しく、大学を卒業するまで通い詰めました。一つの活動に対し
何度もミーティングを行い、夜遅くまで話し合いました。安全を確保するためにはどうすればよいのか、プ
ログラムを楽しくするためには、自分自身のリーダーとしての資質を高めるためには、など…。富山でリー
ダーとして過ごした 4 年間で数多くのことを学び、考え、私にとってとても貴重な時間でした。
先日、久しぶりに富山 YMCAのリーダーたちが集まる会に参加しました。そこには私たちのときと変わら
ず、本音をぶつけ合い、真剣に話し合っているリーダーたちの姿がありました。現在の金沢 YMCA では活
動もメンバー、リーダーも少なく、富山のような姿は見られません。しかし、いずれは富山のように自分たち
で活動を盛り上げ、自分自身もそこで成長していけるような、そんな金沢 YMCA を作り上げていきたい。
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《 活動報告 》
ながまちふれあいフェスティバル２００５
旧の長町小学校が長町研修館となり、ここに参加している各団体が一年に一度の発表の機会をもつ。
パフォーマンスでは、コーラス、演舞、クラリネット演奏、バリ舞踏、大正琴演奏、フラダンスを披露するの
である。サークルの作品展もある。切り絵、折り紙、七宝焼き、クラフト展などの力作も見ることができる。
餅つき、焼き芋、カレーライス、うどんなどの屋外模擬店が昼食時の人々を集めている。実は今年は開会
式を屋外のステージでやったのであるが、折悪しく雨となり、行事の進行を心配していた。小降りとなり曇
りとなって、なんとか行事を終えることができた。YMCA も例年のようにキャンプの写真、PR 用のチラシを
展示した。
やはり昔から YMCA の名前は知られているので、現在の活動状況を尋ねる人もある。YMCA がこの地
で活動できるのは、先人の青少年に対する熱い思いが込められていたからである。こうやって PR のチャ
ンスが与えられたのは、願ってもないことである。
（山谷 澄）

チャリティークリスマス
12 月 23 日、竪町にてユニセフの街頭募金を行った。当初の予定では午前中にクリスマス会を行うこと
になっていたが、子どもの参加が少なかったため残念ながら中止となった。みぞれの降る中、約 1 時間街
頭に立ち、大きな声で募金を呼びかけた。結果、15,290 円の募金が集まった。
街頭募金に参加してくれた子供たち、ワイズメンズクラブの皆さん、リーダーの皆さん、また、募金にご
協力してくださった皆さん、本当にありがとうございました。

ゆきん子キャンプ in スカイ獅子吼

1 月 28 日（土）、今回のプログラムはスキーです。スキー靴を履き、帽子をかぶり、手袋をして準備完
了！さっそくゲレンデに出ました。「さあ、滑ろう！」と言いたいところですが、まずは準備体操です。宇宙人
を呼ぶダンスをし、体をほぐしました。

初心者グループはソリゲレンデで練習しました。カニさん歩きやスキーをかついで斜面を登り、滑り降り
るを繰り返しました。なかなか自分の思い通りにはいきませんが、みんな滑ることがおもしろいらしく、弱音
もはかずに頑張っていました。経験者グループの中にはスイスイ滑れる子、リーダーの手を借りてようやく
滑り降りている子と様々でした。午前中は以前の滑りを取り戻すのに少し時間がかかり、何人かは下まで
リーダーに助けてもらいながらなんとか滑り降りていました。午後はもっと頑張ろう！とレストランでお昼を
取りました。子供たちには少し多いかな？と思いましたが、小さい体でもペロリとたいらげていました。これ
でパワー全開かな？
午後は初心者グループもリフトに乗ろうと、ゲレンデを降りていきました。滑り出しでは止まることもでき
なかった子もリフトに乗る前にはリーダーの手を借りずに一人で滑っていました。全員リフトにも乗れ、午
前中とは違って安定感のある午後の滑りを見て、リーダーはとてもうれしくなりました。
来年はもっともっとたくさん滑ろうね！！
（Ｏ・Ｙ）
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金沢わいわい寄席

2 月 7 日に今回で 3 度目となる「金沢わいわい寄席」が行われました。当日は強い風と雪にもかかわら
ず、約 180 名の方が会場まで足を運んでくださり、今回も大成功となりました。招待した享誠塾から後日
YMCA に手紙が届いたのでご紹介いたします（一部修正）。
立春の候、ますますのご繁栄のこととお喜び申し上げます。いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠に
ありがとうございます。
昨日は、当施設の子供たちを、金沢わいわい寄席にご招待していただき誠にありがとうございました。子
ども、職員とも楽しいひとときを過ごすことができたと、大変喜んでいます。生で本格的な落語はなかなか聴
く機会もなく、インターネットやゲームなど、模擬体験が多い中、参加した児童はもとより職員も貴重な体験
をさせていただきました。
今年は 6 名の子供たちが高校を受験いたします。試験を直前にひかえ、見えないプレッシャーと毎
日戦っています。そんな子供たちが、晴れて高校生になれる日が来るよう支えていきたいと思っていま
す。
子どもの書いたお礼状を添付いたします。あわせて読んでいただけると幸いです。貴会の益々のご発
展をお祈り申し上げます。取り急ぎ、書中にて御礼申し上げます。
社会福祉法人 享誠塾
塾長 杉本 一省
わいわい寄席を見に行って、最初はちょっと分かりにくかったです。二代目の森乃福郎さんが、一番面白
かったです。落語は昨年も見に行きましたが、今回は、子どもは私一人で、大人三人といっしょに行きまし
た。落語を見に行けたので本当にうれしいです。会場に行ったらたくさんの人たちがいました。
今回、この落語を聞いて思ったのは、ズバリ森乃福郎さんの話がとても面白かったことです。森乃福郎さ
んの話を大事にとっておきたいと思います。本当に、招待をしてくださってありがとうございます。ぜひ思い
出にとっておきたいと思います。本当に、ありがとうございます。
M・K

◇入会するには？
・本会の目的に賛同し、その達成を願う人および
活動に参加する人は入会申し込みができます。
・入会希望者は入会申込書に所定の事項を記載
し、入会金、会費を納入してください。
◇会員の種類・年会費・入会金
維持会員 （会費 年間 12,000 円）
通常会員 （会費 年間 6,000 円）
少年会員 18 歳未満（会費 年間 3,600 円）
・初めて入会する人は入会金 1,000 円を納入。
◇会費・入会金の納入方法

[郵便振替] 加入者名：金沢 YMCA
口座番号：00790-8-56852
（払込料金加入者負担用紙は事務所にあります）
・銀行の指定口座に振り込む
北國銀行 香林坊支店 普通預金
口座名義 金沢基督教青年会
口座番号 428491（手数料自己負担）
・現金で支払う
◇会費の納入期限
年会費の納入は各年度末（3 月 31 日）までに。
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