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金沢ＹＭＣＡの活動 

金沢ＹＭＣＡ理事長   朝倉 秀之 

 

金沢 YMCA は小さな団体ですが、YMCA そのものは、世界中に

組織され、122 の国・地域で活動を展開しています。日本の YMCA

の活動は明治期初期より、英語教育、野外教育、職業教育、そして、

健康教育などの面で先駆的な働きをしてきました。青少年事業、社

会教育事業、社会体育事業の面で貢献しています。 

金沢 YMCA も地域のニーズに沿った現在の活動を地道に展開していきたいと考えています。

参加する多くの子どもたちや青年が金沢 YMCA のプログラムを通して次の世代を担っていけるよ

うにと願っています。 

日本 YMCA 同盟は国際的ネットワークを活かして、スマトラ沖地震・津波被災救援に青年ボラ

ンティアの派遣も行い、国際理解や平和教育、環境教育、人権教育という分野で多くのボランティ

アと共に活動を展開しています。金沢YMCAも地域に根ざす形で能登半島地震など支援できるこ

とがあれば積極的に支援する体制を作っていきたいと考えています。この金沢 YMCA の働きは

金沢ワイズメンズクラブと金沢犀川ワイズメンズクラブに支えられています。また、一般の方々で

金沢 YMCA の活動に参加してくださる方々を募集しておりますので、ご連絡いただければ幸いで

す。 

日本 YMCA 同盟が掲げている今年度のスローガンを金沢 YMCA でも掲げておきたいと思い

ます。 

「自分のいのちとみんなのいのちを大切にすること」 

「家族、地域のひとりとして責任があること」 

「世界と地球を見つめ、考え、行動すること」 

「ボランティア精神とリーダーシップを身につけること」 

「すこやかな心とからだを育むこと」 

 

http://www.ys-chubu.jp/kanazawaymca/
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総 会 報 告 
 5 月 18 日(金)18：30～20：30、金沢市長町研修館で 2007 年度定期会員総会が開催された。出席者 16

名、委任状 8 名、陪席者 1 名。開会礼拝のあと、金沢 YMCA 常務委員長・井上良彦氏と日本 YMCA 同

盟全国国内協力主任主事・山添訓氏があいさつ、つづいて井上常務委員長が議長となって議事進行。

2006 年度事業報告・決算報告・監査報告、2007 年度事業方針・計画・収支予算、保有有価証券の解約・

残金処理、常務委員関係の規約改定（「20歳以上の総会構成員である者。ただし常務委員総数の3分の

2 以上は、キリスト者でなければならない。」とする）、および入会金・会費案が承認された。 （平口） 
 

《Ｙ Ｍ Ｃ Ａ と 私》 

 

金沢 YMCA に感謝！ 

菅原 陽子 

 YMCA スタッフ小野さんの産休期間に臨時職員として金沢 YMCA と関わること

ができ、感謝しています。私自身、学生リーダーとしてキャンプに参加したり、大阪

YMCA の幼稚園教諭として保育に携わった経験があり、金沢 YMCA でその活動

を知り、至らないことばかりでしたがお手伝いをさせていただいて充実した4ヶ月を

過ごすことができました。金沢 YMCA においても、理事の方々、リーダー、メンバ

ーとのよい出会いがあり、これまで YMCA でよい経験をさせてもらったことを思い

起こすとともに、これからおばさんリーダーとしてまた活動したいという夢をもつこ

とができました。 

 東京への転居のため、十分に関われなかったことが残念ですが、これからも遠く

離れていても金沢 YMCA のその働きとそこに関わる皆様のことをお祈りしていま

す。本当にありがとうございました。 

 

金沢ＹＭＣＡとワイズメンズクラブ 

金沢 YMCA 常務委員 
金沢犀川ワイズメンズクラブ会長  川村 孝治 

YMCA を初めて知ったのは、たしか、高校生の頃だと思います。その頃の私は

旅行が好きで、何とか安く宿泊できないものかと、いろいろ調べた結果、YMCA の

存在を知ったのですが、YMCA とはどんな組織か、何をしているのかについては、

全く知りませんでした。 
ある日、高校のクラブ活動で水泳を一緒にしていた友人から、「今度、子供達が

海へキヤンプに行くので監視役に来てくれないか」という誘いがありました。当時、

上関氏が金沢 YMCA の主事をしていて、会員増強、ホテル学校のことなど、問題

が山積していたために、上関氏の友人を通して私に助っ人を求める声がかけられ

たのです。 
金沢 YMCA を何とか支援しょうという仲間が集まりだし、とにかくホテル学校を立ち上げようという事に

なりましたが、何かすれば必ず成功という自信過剰の若者達の見通しはあまく、この試みは失敗に終わり

ました。その結果、上関主事は辞任し、金沢 YMCA は専任スタッフのいない組織となって、ますます弱体

化していきました。しかしながら、挫折しながらも若者のまだ熱い思いが燻っている時、初めてワイズメン

ズクラブの存在を知ったのです。それが金沢犀川クラブの創設につながりました。 
いま、金沢 YMCA も金沢にある二つのワイズメンズクラブも、メンバーが少ない上に、高齢化していま

す。このままでは、いくら頑張っても 10 年後には自然消滅という事になりかねません。そうなってからでは

遅いので、この数年のうちに若い世代に繋げていく体制をなんとか築きあげたいものです。 
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≪活 動 報 告≫ 
 

ゆきん子キャンプ in イオックスアローザ 
2 月 10 日にスキーの活動がありました。今年は雪不足で心配されましたが、何とか上部ゲレンデは滑

れるということで、全員ゴンドラで上部に上りました。 
雪不足の上、午前中は雨交じりのあまり良くないコンディション。それでも子供たちは久しぶりに滑る雪

の感触を楽しんでいました。中には今日初めてスキーをする子もいました。足元が滑るという初めての感

覚に怯えながらも、リーダーの指示に従いながら、何とか滑り降りていました。上手なグループのみんなは、

あっちのゲレンデこっちのゲレンデと、めいっぱい楽しめたようです。 
スキーで結構疲れたにもかかわらず、帰りのバスの中でも元気な子供たち。クイズやゲームをしながら

帰ってきました。今年は全然雪が降らず残念だったけど、来年はもっといいコンディションで滑れたらいい

ね。 
                                                          （Ｙ・Ｏ） 

 

春のたけのこほり in 川村造園たけのこ山 

4 月 30 日、暑いぐらいの日差しの中、「たけのこほ

り」が開催されました。これは毎年、金沢犀川ワイズメ

ンズクラブが行っていた「たけのこ例会」を、今年は

YMCA の行事としてワイズメンズクラブ共催で実施す

るということで、子供たちを中心に総勢 49 名のとても

にぎやかな会になりました。 

子供たちはワイズのみなさんに教えてもらいながら

竹の子を掘ったのですが、根っこから掘るのはなかな

か難しく、待ちきれなくて見えている部分を折ってしま

う子もしばしば…。子供が持って帰ってきた竹の子を

剥いてみて小ささにびっくりしたお母さんもいるかもし

れません。お昼はワイズのみなさんが用意してくださ

った、竹の器に入った竹の子ごはんを食べました。午後は鬼ごっこなどをして体を動かし、汗だくになって

遊びました。 

お土産には、袋いっぱいに竹の子を持ち帰りました。どんな風にして食べたのか、また聞かせてください

ね。 

（Ｙ・Ｏ） 

 

あめっ子キャンプ in 土子原こども野外広場 

 6 月 16 日、今年度初めてのキャンプを行いました。数日前

の週間予報では雨マークでしたが、みんなの日ごろの行い

がよかったのか？！当日は雨雲なんかまったくない良い天

気となりました。 

 今回のプログラムはうどん作りに植物採集、新聞紙でのク

ラフトです。活動場所に着くなり、早速うどん作りにとりかか

りました。うどんの「こし」を出すには踏むの一番！ということ

で一生懸命踏みました。そのおかげで「こし」が出すぎたの

か、子供の技ではのばすのも一苦労。噛み応えのあるうど

んに仕上がりました。 

 施設の敷地をちょっと出るとたくさんの植物が生い茂って

いる田んぼ道があり、午後からは植物採集に出かけました。野いちごを見つけて甘酸っぱい味を堪能した

り、カタツムリを見つけ大切に持ってきたり。中には子供たちに教えてもらって初めてドクダミの花を知った

リーダーもいました。その後は新聞紙でアーチェリーやロケットを作りました。高学年の子たちは自分の力

で、低学年の子たちはリーダーに手伝ってもらいながらも一生懸命作っていました。おうちに持って帰って

たくさん飛ばして遊んだことでしょう。 

 次回は夏の一泊キャンプです。また、みんなに会えるのを楽しみにしています。待ってるからね。 

（Ｙ・Ｏ） 



YMCA NEWS 金沢青年 HP 版 No.11（2007 年 7 月号） 

 4 

ワイズメンズクラブたより 
金沢ワイズメンズクラブ： 7 月から新体制となりました。新役員は会長：伊藤、副会長：山内、書記：高口、

会計：澁谷です。例会：毎月 1 日・第 3 木曜日。場所はニューグランドホテル。 

金沢犀川ワイズメンズクラブ： 7月から 2007年度の活動が新役員・委員の体制でキックオフ。会長：平口、

副会長：三谷、書記：髙木、会計：北、直前会長：川村、Y ｻ・ﾕｰｽ：北、交流・地域奉仕：川村、ﾌｧﾝﾄﾞ：作田、

EMC：三谷、広報:川上、ブリテン：髙木、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・Ｅメール：平口。第一例会（毎月第二木曜）のうち、卓

話を予定しているのは 8月 9 日、9 月 13 日、11 月 8 日、1 月 10 日、3 月 13 日ですが、1 月と 3 月につい

ては 5 月 8 日に振り替えられるかもしれません。新年度第 1 回の卓話（8 月 9 日）はウェルシティ金沢（石

川県厚生年金会館）を会場に三谷道子メネットによる「俳句入門」を予定。 

インフォメーション 
キャンプ（野外活動） 

キャンプ名 日程（予定） 対象 プログラム 活動場所 

みどりっ子キャンプ 8 月 2 日（木）～3

日（金） 

小学生 野外料理、テント泊、 

キャンプファイヤーなど 

娚杉少年の森 

もみじっ子キャンプ 10 月 13 日（土） 小学生 野外料理、秋探し 未定 

親子イモ煮会 11 月 3 日（祝・土） 小学生と

その家族 

野外料理（イモ煮）、 

レクリエーション 

未定 

ゆきん子キャンプ 1 月 19 日（土） 小学生 スキー 県内スキー場 

その他の活動 

活動名 日程（予定） 対象 内容 活動場所 

腹話術講習会 未定 18 歳以上の会員 腹話術の基本 北陸学院短期大学 

金沢わいわい寄席 10 月 20 日（土） 一般 上方落語 4 金沢市文化ホール 

秋のクリーンキャンペーン 10 月 21 日（日） 一般 YMCA 周辺の清掃 ＹＭＣＡ周辺 

長町ふれあいフェスティバル 11 月 11 日（日） 一般 ＹＭＣＡ活動紹介掲示 長町研修館 

チャリティークリスマス 12月 23日（祝・日） 小学生 ユニセフ街頭募金 竪町 

金沢 YMCA 早天祈祷会 毎月 1 日（6:00～

7:00） 

一般 自由にご参加く

ださい。 
金沢 YMCA 

 

会員・会費について 
◇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。 

・入会申込書に所定の事項を記載し、入会金、会

費を納入することにより入会できます。 

◇会員には以下の種類があります。 

維持会員（年会費 12,000 円） 

通常会員（年会費  6,000 円） 

学生会員（年会費  3,600 円） 

少年会員（年会費  1,000 円） 

・初めて入会する人は入会金 1,000円が必要です。

（現在、入会促進の特別期間ですので、入会金を

免除しています。） 

◇会費納入方法 

会費の納入は次のいずれかの方法で。 

・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、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 

なお、会費の納入はできるだけ郵便振替かつＡＴ

Ｍをご使用ください。（加入者負担手数料が窓口よ

りも安くなります。）また、何年度分の会費かが分

かるように用紙には必ず年度をご記入ください。 

◇会費の納入期限 

2007年度（平成 19年度）の会費納入は 2008年

3 月 31 日までに、なるべく早くお願いいたします。 

当 YMCA はボランティアによって運営されてい

る公益事業団体ですので、会運営のための財源

は会員の皆様のお納め下さる会費が基本です。 

◇会費納入者（6 月末） 

越野知子、川村孝治、俵 守彦、三谷信三、三谷 

深、高木啓一、田口雅子、北 肇夫、小野陽子。 

◇寄付金も、会費と同様、当会が備えている払込

料金加入者負担の赤い郵便振替用紙で郵便局の

ATM を使ってお納めいただくと便利です。その際

の領収書を証拠としてご保管ください。 


