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“スタッフレス”のＹＭＣＡ活動 
 

                              金沢 YMCA 理事  平口 哲夫 
 

金沢 YMCA は現在“スタッフレス”の状態です。スタッフレスと言っても、

専任職員がいないということであって、基本的にはボランティアの“支え

（staff）”によって運営されています。 

スタッフレスをキーワードにしてインターネット検索してみたら、石川ブ

ランド認定製品にスタッフレスコンベアというのがあることに気づきまし

た。「注文応対、配膳に要する人手を省き、食材ロスを皆無とし、利益率

向上を図る」ことを目的として開発されたものです。回転寿司のコンベア

を進化させたようなものだといってよいでしょう。人手のいらない YMCA

なんて考えられませんが、専任職員の手を借りずにボランティアのみで

盛んに活動できたら、それはそれで理想的だと思います。 

ところで、Kongリーダーこと小野通弘さんがNEWS前号に寄せた“YMCAと私”に、「大好きなキ

ャンプをする選択肢の一つとして YMCA の活動があった」と記されています。そういえば金沢

YMCA の先輩たちの寄稿にもキャンプの思い出話しがよく登場しますので、どうやらキャンプ体験

というものが各自の YMCA 活動の原点にあるようです。実は私もそのうちの一人です。 

といっても、私が最初に参加したキャンプは YMCA 主催のものではなく、中学生のときに金沢

若草教会の日曜学校が主催した中学・高校生合同の夏季キャンプでした。本来は、中学生と高

校生は別々に夏季キャンプを行う予定だったのですが、参加希望者がどちらも少ないために合

同で行うことになったわけです。いまでも「満天に星のきらめく浜キャンプ」と一句詠みたくなるくら

い、最初の体験は印象的なものでした。このキャンプを指導されたＣＳ教師の一人に若き日の俵

守彦さんがおられます。 

高校生になってからは、金沢ﾊｲｽｸｰﾙ YMCA 連盟主催の夏季キャンプに参加いたしました。こ

のキャンプは、金沢泉丘高校の聖書研究会顧問・西脇先生や金沢 YMCA の羽鳥主事が指導し

ておられたとはいえ、ほとんど高校生が自主的に企画運営していました。高校の部活というのは

大体そういうものだと思いますが、代々受け継がれてきたノウハウがあって、それに手を加えな

がら毎年行事をこなしていきます。顧問や主事は立場上の責任はありますが、前面に出るという

ことはなく、そっと見守るという感じでした。高校生でさえそうなのですから、学生 YMCA ともなれ

ば学生の自主性はもっと強まります。私は、東北大学キリスト教青年会の渓水寮に寮生として 4

年間、主事として 2 年間過ごしましたが、理事会の管理下にあるとはいえ、日常の生活や活動は

基本的に寮生にまかせられていました。 

私が属するワイズメンズクラブは YMCA を支援する OB 会的な役割を果たしてきましたが、学

生ならびに社会人青年による自主的活動が金沢 YMCA の場で花開くことを願って、文字通りの

Young Men をバックアップする態勢を整えることに尽力したいと思っております。 

 

 

 

http://www.ys-chubu.jp/kanazawaymca/
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《ＹＭＣＡと私》 
 

私とＹＭＣＡとＹ’s 
 

    金沢 YMCA 会員 

犀川ワイズメンズクラブ会員  高木 啓一 

 

今を遡ること 39 年前、金沢 YMCA が未だ柿木畠の知事官舎前にあった頃、

金沢工業大学在学中の私に同学部の福田実君が｢今度金沢 YMCA で小学生を

対象にした水泳教室のプログラムを始めるので、そのリーダーを募集しているか

ら一緒に参加しないか｣との誘いに乗ったのが YMCA との係わりの始まりでした。

その後、能登島でのサマーキヤンプ、秋と冬のデイキャンプ、冬のスキープログ

ラムなどなど、いつしかドップリ浸かってしまい、卒研で忙しくなる 4 年生前期頃

までリーダーとして参加しました。 

 卒業後、仕事の関係で 30歳まで東京にいましたが、その間は全くYMCAとの係わりは途絶えていました。

父が高齢のため私が金沢に帰り家業を継ぐことになり、旧友の福田君と会った際に金沢 YMCA の衰退し

た状況を聞かされ時代の流れの速さを感じました。その後福田君、リーダー仲間だった元学友の川村君、

当時YMCAの主事をされていた旧知の上関氏と、いかにYMCAを復活させるか、酒を交えながら語り合い、

そこで聞かされたのが YMCA 活動をサポートする Y’s Men’s Club の存在でした。 

後に我々がチャーターした金沢犀川ワイズメンズクラブの親クラブ「金沢ワイズメンズクラブ」の例会に

何度かゲストとして出席させて頂き、設立のために 2 年ほど、脳死を主なテーマで模擬例会を行いながら

ワイズメンズクラブの勉強をしました。 

1993年6月 12日に京都で開催された日本区大会でチャーターし、正式にワイズメンズクラブのメンバー

となりました。この年の 2 月 20 日には西日本区 YMCA ウエルネス協議会主催・金沢 YMCA 共催でウエル

ネス金沢大会の開催に協力しました。さらに大阪 YMCA より貰い下げのマイクロバスを利用して YMCA プ

ログラムの鳥越高原デイキャンプ、富山 YMCA 共催プログラムの富来キヤンプ、三国キャンプ、各種サツ

カープログラム、野沢温泉スキープログラム等に参加協力しました。 

その後YMCAは多くの難問難題を抱え、その結果スタッフレスとなり一段と元気がなくなりました。しかし、

ここ数年は週 1 日ですがパートの事務局員にお手伝いを頂き、ワイズメンの強力なサポートもあって、盛り

返しの機運にあります。私もリーダーOB、現役ワイズメンとして微力ながら協力していきたいと思っており

ます。  

 

切っても切れない Y との関係 
 

金沢 YMCA ボランティアリーダー  浅田 春紗 

 

私の出身は奈良県です。YMCA と出会ったのは、4 歳の頃。絵を描いたり紙を切ったりするのが好きだ

った私を見て、母が奈良 YMCA の絵画教室に連れて行ってくれました。絵の具にのりやはさみ、クレヨンな

どを鞄に詰め、毎週水曜日に母に手を引かれて電車で通っていたのを今でも覚えています。 

 絵画教室は幼稚園の卒園と共にやめてしまいましたが、毎年夏と冬に行われるキャンプには参加してい

ました。夏に参加した阿南ヨットキャンプがきっかけで、1 年間だけマリンクラブに所属したこともありました。

高校生になってからは、YMCA の語学教室にも通いました。 

 大学生になったら奈良 Y のリーダーになって、恩返しがしたいなぁと漠然と思っていましたが、大学進学

と共に地元を離れてしまったので、その思いを実現させることはできずにいました。そんな私を再び YMCA

に呼び戻してくれたのが、「金沢情報」に記載された金沢 Y リーダー募集の投稿です。金沢にも YMCA が

存在することを知り、本当に嬉しくなりました。金沢 Y は奈良 Y に比べて規模も小さく、その分、リーダーや

メンバー一人一人との関係が密である気がします。 

 YMCA での経験は本当に貴重。これからも時間の許す限り、Y でもっと経験を積みたいと思っています。 
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《活 動 報 告》 
 

親子イモ煮会 in 内川スポーツ広場 
金沢ワイズメンズクラブ・メネット会恒例の芋煮会は、2007年11月3日(土・祝)、青空のもと「内川スポー

ツ広場」で開催されました。例年、津幡森林公園炊飯広場で実施していたのですが、2年前の10月いっぱ

いで炊飯広場は閉鎖となり、会場も遠くてなにかと不便なこともあり、今回は前記の金沢市の施設を利用

することになりました。市内から車

で2、30分、緑豊かな山々に囲まれ

て申し分ない環境のなか広大な面

積を有し、立派な施設、行き届いた

設備ですので、ここなら思う存分フ

ァミリーで休日を過ごすことができ

ます。しかもほとんどの施設が無料

で利用できるというのも嬉しい点で

す。野球場もあり、丁度当日は少

年野球の交流試合が行われていて、

県外からもバスで遠征して来るなど

賑わっていました。 

今回の参加者は、YMCA 親子が

19名、ワイズメン・メネットが12名、

計31名でした。ワイズメン・メネット

が芋煮鍋作りに奮闘している間、

YMCA の親子は太陽の恵みをからだいっぱい浴びて楽しいゲームに打ち興じていました。お腹もペコペコ

になった頃、芋煮も出来上がり、山内メネット会長の挨拶、食前の感謝の後、お肉もたっぷりの豪華な芋

煮をみんなで美味しくいただきました。鍋の後のかまどで焼いた焼き芋も大好評でした。年に一度の

YMCA との野外でのつどい、「芋煮会」、来年もご期待ください。  

（数沢 淑子） 

 

ながまち ふれあい フェスティバル２００７ 
“ながまち ふれあい フェスティバル”は、毎年、

勤労感謝の日の開催でしたが、諸事情により２

週間前倒しで11月11日(日)10：00～15：00、金沢

市中央公民館長町館（旧・長町研修館）や老舗

記念館、ならびにその周辺で催されました。実施

団体や参加サークルの総数は 25 で、多彩な企

画が盛り込まれていました。来場者数は、主催者

発表によれば 700 名弱と、例年を下回りましたが、

多くの子供たちで賑わっていました。 

 当日は終始雨降りというあいにくの天気でした

が、野外ステージ脇のテントの中では、セイロ蒸

しの湯気が立ちこめ、力強い掛け声で餅つきが

なされ、雰囲気を大いに盛り上げていました。ま

た、恒例のスタンプラリーも企画され、金沢

YMCA の会場には、五つのスタンプ設置箇所のうちの一つとスタンプラリーの景品引換所があり、終日大

賑でした。 

 金沢 YMCA のブースは、１階出入り口に近い第 5 学習室にあり、｢ポスター・写真・グッズなどの展示｣に

よりYMCAやワイズメンズクラブの紹介をしました。これには、金沢YMCAを中心に金沢と金沢犀川のワイ

ズメンズクラブが協力し、開催前日の夕方に設営を完了しました。  

今回の催しは、“笑顔・元気・長町フェスタ”で、“観てみよう！体験しよう！味わってみよう！”というキャ

ッチフレーズが示すように、体験型が主流でした。次回にはみなさんもぜひ家族連れで体験してみてくださ

い。 

（北 肇夫） 
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一味違う今年のユニセフ募金 
金沢市青少年団体連絡協議会の恒例のユニセフ募金の日がやって来ました。今年は YMCA の子供た

ちに呼びかけたら、子供が 5 名、お母さんが 2 名募金活動に参加してくれました。これで金沢 YMCA として

の募金体制が一人前になった感じです。参加者は朝倉理事長、犀川

クラブから北さん、北メネット、三谷さん、平口会長、金沢クラブから伊

藤会長、山谷さん、澁谷。募金開始時は子供 5 名、大人 9 名でした。 

「ユニセフ募金にご協力お願いします」の声は、子供達のほうが澄

んで透り、良く聞こえます。大人のダミ声ではダメ。したがって効果抜

群。募金箱がすぐに募金で重くなりました。当然、募金額も 13,025 円

と過去最高！世界の子供たちのために役立ってくれれば幸いです。 

子供たちは大変だったと思います。募金活動を何年もしております

が、他団体のように子供たちが参加するということの大切さを知らさ

れました。来年もぜひ参加を呼びかけたいと思います。寒風の中での 1 時間ご苦労様でした。 

                  （澁谷洋太郎） 

 

ゆきん子キャンプ in スカイ獅子吼 
Kong（コング）リーダーです。1 月 19 日みんなでスキーに行っ

てきました。心配されていた雪はなんとか滑れる程度でギリギ

リ。でも当日はお天気が良くて日本海も見え、気分は最高！ 

子どもたちの中には今日初めてスキーをする子もいて、それ

ぞれのレベルを見ながら午前中はゆっくりと滑りました。午前中

リフトに乗れなかった子も午後にはたくさん乗ることができて、

短い時間だったけどみんなとてもうまく滑れましたよ。お昼はレ

ストランで食べました。行きの電車の中で食べたいものを決め

て注文したのですが、出された料理を見るとあれもこれもおい

しそう。しかもボリューム満点。でも案外ペロリと食べていました。

おいしかったね。電車に乗る活動は久しぶりだったので、電車

の中でも楽しく過ごしました。 

あの後、おうちの人にも連れて行ってもらったかな？今度一緒にスキーに行くときは Kong リーダーと勝

負だ！Kong リーダーよりうまくなっていることを期待してるぞ！！ 

（Kong リーダー） 

 

《インフォメーション》 
 

開館日・時間変更のお知らせ 
4 月より YMCA の開館日・時間が変わります。 

 〈変更前〉毎週木曜 10：00～16：00    〈変更後〉毎週火曜・木曜 13：00～16：00 

なお、職員の都合により開館日・時間が変更となる場合がございます。お越しの際は一度お電話にてご

確認いただきますよう、お願いいたします。 
 

キャンプ（野外活動）予定 

キャンプ名 日程（予定） 対象 プログラム 活動場所 

たけのこキャンプ 4 月 29 日（祝・火） 小学生 たけのこ掘り、たけのこ料理、

レクリエーション 
川村造園たけのこ山 

さくらっ子キャンプ 5 月 17 日（土） 小学生 野外料理、ウォークラリー 奥卯辰山健民公園 

みどりっ子キャンプ 夏休み中に予定 小学生 野外料理、テント泊、 

キャンプファイヤーなど 

未定 

もみじっ子キャンプ 10 月 18 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・月） 小学生と

その家族 

野外料理（いも煮）、 

レクリエーション 

内川スポーツ広場 

ゆきん子キャンプ 1 月 31 日（土） 小学生 スキー 県内スキー場 
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その他の活動予定 

活動名 日程（予定） 対象 内容 活動場所 

腹話術を楽しもう 未定 会員 腹話術の基本 金沢 YMCA 

春のクリーンキャンペーン 6 月 1 日（日） 一般 YMCA 周辺の清掃 金沢 YMCA 周辺 

秋のクリーンキャンペーン 10 月 12 日（日） 一般 YMCA 周辺の清掃 金沢 YMCA 周辺 

金沢わいわい寄席 10 月 31 日（金） 一般 上方落語 石川県立音楽堂   

長町ふれあいフェスティバル 11 月 23 日（日） 一般 YMCA 活動紹介 中央公民館長町館 

チャリティークリスマス 12 月 23 日（祝・火） 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 ご自由にご参加く

ださい。 

金沢 YMCA 

 

会館日誌ご記入のお願い 
職員不在時に入室された方は必ず会館日誌をご記入ください。集会室を入って正面のホワイトボードに

かけてあります。よろしくお願いいたします。 

 

《ワイズメンズクラブたより》 
金沢ワイズメンズクラブ 

3 月例会 3 月 20 日（木）18：30～20：30、金沢ニューグランドホテルにて。 

4 月例会 4 月 17 日（木）18：30～20：30、金沢ニューグランドホテルにて。 

蒲生野クラブ・金沢クラブ合同例会 4 月 26 日（土）27 日（日）、近江八幡市にて。 

金沢犀川ワイズメンズクラブ 

2 月 10・11 日、一泊がけで新春特別例会を山中温泉の「白鷺湯 たわらや」で開催、新入会員・澤瀬諭

氏の入会式が行われました。また、次期(2008 年 7 月～2009 年 6 月)役員が決まりました（会長：平口、副

会長：三谷、書記：北、会計：髙木、詳細はブリテン 3 月号をご覧ください）。3 月 13 日(木)19：00～21：00、

「兼六城下町」にて第一例会、卓話：改田肇山氏「卵黄油彩テンペラ画について」を予定。 

 

《会員・会費について》 
◇はじめに 

金沢 YMCA の活動に参加するすべての方

に会員登録をお願いしています。金沢 YMCA

は公益事業団体であり、ボランティアによって

運営されています。会運営の財源は皆様のお

納めくださる会費を基本としています。 

◇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、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） 

普通会員（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） 

◇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

ATM 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、2008 年度（平成 20

年度）の会費納入は2009年3月31日までに、

なるべく早くお願いいたします。 

◇寄付金 

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。

 


