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2008 年度金沢ＹＭＣＡ定期会員総会を終えて 
 

                              金沢 YMCA 理事  澁谷 洋太郎 
 

新理事長朝倉秀之氏を先頭に、新生金沢 YMCA がこの 1 年間、力強く歩むこと

ができたことを神に感謝いたします。 

井上先生に理事長を引き受けていただいてから、着実に YMCA としての活動が

軌道に乗りはじめてきたことが、今年の歩みとなっていると思われます。2008 年

度総会は、日本 YMCA 同盟より協力部総括の廣田光司氏と全国国内協力主任主

事の山添訓氏ご両名が出席くださり、また、富山 YMCA 総主事島田茂氏の出席も

いただき感謝であります。また、総会会場も今までの長町研修館ではなく、北陸

学院大学の国際交流研修センターを会場として行われました。これで出席会員の

総会に対する認識も新しくなったと思われます。 

総会における特徴的事項、課題として私が感じたことを述べます。 

 

１ 会員の増強傾向がみられる。 

全体で 39 名の増加のうち維持会員は 3 名増。普通会員 3 名増、学生会員 4 名増はリーダーたちが会費

納入をして会員となったことにより、また、少年会員 29 名増はキャンプに参加する子供たちが会費納入をし

て少年会員になった結果である。しかし、金沢 YMCA正常化へ向かうポイントは会員の拡大・増強であることを

考えると、それに向かって歩み出したことが感じられる。継続して会員の増強に取り組みたい。 

２ 財政の困難と健全化 

財政の困難さは新理事長を苦しめている。これは大きな重荷であり、これの打開に皆が知恵を出し合い取

り組まなければならない。そのなかで、有価証券を整理したことは健全化の第一歩である。収入を増やすた

めの新しいプログラムの開発が急務である。 

３ 話し合いの時間 

会場変更によって時間に余裕がとれ、大きな問題である金沢 YMCA の新財団法人化についてフリートーク

ができた。廣田統括の説明により、問題の流れがおぼろげながらもつかめ、共通の問題意識をもてた。6 月

20日の東山荘トップセミナーでの資料を参考に勉強会を行なっていけば良いと思う。 

４ 活動運営のこと 

事務所管理と野外運営に当たってきた小野さんが家庭の事情により次年度から担当できなくなることにつ

いて、意見交換を行なった。キャンプ活動の運営に支障をきたさないように、できるだけ早く後任を考える必

要がある。 

５ リーダーの育成 

4項に関連して現在約 10名のリーダーが活動してくれているが、このリーダーのスキル向上が急務である。

同盟または他 Y の協力をあおいでリーダー講習会に参加させてもらいスキルアップを期待したい。と同時に

各キャンプ活動の現場での訓練ができるように野外活動の経験者として長年ボーイスカウト指導者をされて

いる幸正さんに積極的な支援をお願いしたい。金城大学、北陸学院大学の福祉学科の学生リーダー達の下

級生への引き継ぎがうまくできるように考えていきたい。 

６ ユニセフ街頭募金 

YMCA として初めて子供たちが街頭に立って募金を呼びかけてくれた。これまでは、ワイズメンが街頭募金

に立ち YMCA として募金を行っていた。子供（少年会員）5 名、保護者 2 名がワイズのおじさんたちと一緒に張

りのある可愛い声で呼びかけてくれたおかげで、予想以上の募金額となった。2008 年度も子供たちの参加を
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得て街頭募金をしたい。 

 

金沢 YMCA として色々と問題・課題はありますが、会員全員が共通の認識を持ち新年度に向かおうと、

決意を新たにした 2008 年度金沢 YMCA 会員総会でした。 

 

《 Ｙ Ｍ Ｃ Ａ と 私 》 
 

◆ ＹＭＣＡとの出逢い ◆ 
金沢 YMCA 常務委員 影山 雅一 

今から 53年前のことです。金沢市役所のうしろにあった YMCA会館で、石原さんという方から、謄写印刷

についてご指導いただいたことを懐かしく思い出しております。 

それより、もっと古い話になりますが、明治 43 年（1910 年）5 月、名曲「宵待草」の作詞や、美人画で有

名な竹久夢二（1884 年～1934 年）が初めて金沢の地を訪れています。夢二が 27 歳のときでした。5 月 5

日から約 2 週間、新川除町（現・中央通町／犀川神社付近）の基督教青年会館に滞在、金沢の各所を歩

いています。そして別れの前日 20 日の夕刻、犀川の河原で、寄宿舎のみんなが集まり、夢二のために送

別の賛美歌 390 番（現在の賛美歌 405 番、送別会「かみともにいまして、ゆく道をまもり･･･」ではないかと

思います）を歌ったという事実があります。このことは、金沢湯涌夢二館の展示物や、明治 43 年に発刊さ

れた『夢二画集・旅の巻』によって知ることができました。 

遠い昔、金沢の基督教青年会に、かくも活発な時代があったとはついぞ知りませんでした。驚きました。

本当に励まされる思いがしました。こうしたことを忘れないで、これから先のことをさらに見据えていきたい

ものです。 

 

◆ リーダーとしての役割 ◆ 
              ボランティアリーダー  絹谷 誠 

金沢 Y でボランティアリーダーをしているマコリーダーです。マコリーダ

ーの印象に残っている活動は去年のみどりっ子キャンプです。皆とカレー

を作りましたが低学年の子は包丁を持つとちょっと危なっかしくてリーダー

たちのフォローで何とか切ることができましたね。皆で作ったカレーは凄く

美味しかったよ。おやつにはスイカが出ましたが、今の子はスイカが嫌い

（？）な子がいてちょっとびっくりしました。子供たちには好き嫌いを少なく

して成長していってほしいですね。 

今、時代は少子高齢化が進み子供の数は年々減るばかりです。昔に比べれば便利な時代になりまし

たが、現代社会のストレス、地域のコミュニケーション不足等々が原因で子供が犯罪に巻き込まれるケー

スが増えてきています。大人の身勝手な行動は決して許されるものではありません。自分たちが子供たち

の見本となるように社会の常識、モラル、マナーなどを教えて一緒に成長していきたいと思います。 

 

《 活 動 報 告 》 
 

◆ たけのこキャンプ ◆  
4 月 29 日(火、祝日)10：00～15：00、川村家所有「窪の孟

宗竹林」で開催された“たけのこキャンプ”  は、プログラムの

企画・進行を金沢 YMCA、子供たちの引率を金沢 YMCA と金沢

ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、現場の設営と料理の準備を金沢犀川ﾜｲｽﾞﾒﾝ

ｽﾞｸﾗﾌﾞが担当して行われました。前日に金沢犀川クラブの川

村さん、北さん、髙木さん、三谷さんの 4 名が設営に当たり、

また、川村ﾒﾈｯﾄ、坂本さん、作田さんが料理の準備をしてく

ださいました。 

当日は快晴に恵まれ、竹の子が所狭しと顔を出した竹林

で金沢犀川クラブのメンバーが子供たち一行を今や遅しと待

っていますと、やがて小野さんを先頭にリーダーたちに伴わ

れた子供たちが続々と到着、現場は一変して賑やかになりました。竹林での注意事項や竹の子の掘り方
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について、小野さんや川村さんから説明があり、また、グループごとにワイズメンとリーダーが付いて掘り

方の指導をしましたので、怪我人が出ることなく無事にプログラムを終えることができました。 

昼食は、竹の子ご飯に竹の子煮物、ぜんまい煮物、竹の子味噌汁という豊富なメニュー。いずれも好評

でしたが、子供たちは意外と少食。余った竹の子ご飯と竹の子煮物は、即席に作った竹製容器などに詰

めて格好のお土産になりました。もちろん大収穫の竹の子もどっしり重いお土産となり、家庭の食卓を賑

わしたことでしょう。                            

（平口 哲夫） 

◆ さくらっ子キャンプ ◆ 

5 月 17 日、五月晴れの良い季候の中、内川スポーツ

広場でさくらっ子キャンプを行いました。 

今回はキャンプ初、路線バスでの移動です。バス停

から内川スポーツ広場まで、約 1 キロ。行きは下りで楽

でしたが、帰りは活動で疲れているうえに登りでヘトヘト

になりました。それでも低学年の子も弱音をはかず、最

後まで頑張って歩きました。みんな、偉かったね。 

内川スポーツ広場では芝生広場で走り回ったり、お

にぎり・豚汁を作ったり、人工芝ソリで遊んだりしました。

人工芝ソリでは、人工芝を目の前に「早く滑りたい！」と

気は焦りますが、なかなかプロテクターやヘルメットをう

まくつけることができません。リーダーに手伝ってもらっ

て何とか準備万端整えました。さあ、滑ろう！！と張り切って滑ってみるのですがなかなか難しくて、途中

で横を向いてソリから落ちてしまったり、クルンと後ろ向きになったりとうまくいきません。それでもめげずに

何度も滑ると、スピードにも慣れコツもつかめたのか、みんな上手に滑れていましたよ。時間は 30 分と制

限付きでしたが、子供たちは思う存分ソリ遊びを満喫しました。リーダーも滑りたかったなぁ…（大人は滑

れない規則なのです）。 

 暑い中たくさん歩いて疲れたけど、一緒にご飯作ったり、鬼ごっこしたりとても楽しかったよ。次回は一泊

のキャンプです。また、みんなと一緒に遊べるのを楽しみにしています！ 

（Y.O.） 
  

《 ワイズメンズクラブたより 》 
金沢ワイズメンズクラブ 〔2008～2009 役員〕会長：伊藤仁信、副会長：山内健司・高口 昇、書記：幸正一誠・

澁谷洋太郎、会計：澁谷 洋太郎  直前会長：草野功一、西日本区 2000 推進委員：澁谷洋太郎。犀川クラブと

共に以上の陣容で YMCA 活動に協力していきます。まず、「金沢わいわい寄席」（2008.10.31）開催の準備作業

に入ります。 

金沢犀川ワイズメンズクラブ 〔2008～2009 役員〕会長：平口哲夫、副会長：三谷信三、書記：北 肇夫、会計：

高木啓一、直前会長：川村 孝司、中部広報主査：平口哲夫。4 月第一例会：「たけのこキャンプ」（4 月 29 日）

参加。5 月第一例会：5 月 8 日、金沢白鳥路ホテルで開催、高島涼子氏（元・北陸学院短期大学教授）の卓話

「ハリー・ポッターとキリスト教」を拝聴。6 月第一例会：6 月 12 日、兼六城下町で開催、今年度の反省と次年度

に向けての協議。7 月第一例会：7 月 10 日、兼六城下町で開催、キックオフ例会。8 月以降、ゲストスピーカー

を招いての卓話を 6 回予定。詳細は毎月発行のブリテンをご覧願います。 
  

《 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン 》 
 

◆ 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 

みどりっ子キャンプ 
7 月 31日（木）～ 

8 月 1 日（金） 

小学生 野外料理、テント泊、 

キャンプファイヤーなど 

医王の里 

オートキャンプ場 

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 YMCA 

テニス講習会 未定 一般 テニスの講習 北陸学院大学 

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 YMCA 周辺 

金沢わいわい寄席 10月 31日（金） 一般 上方落語 県立音楽堂 

長町ふれあいフェスティバル 11月 23日（祝・日） 一般 YMCA 活動紹介掲示 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開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。 

 

集合場所アンケートへのご協力、ありがとうございました 
今までの野外活動では貸し切りバスでの移動を行なってきましたが、燃料費の高騰に伴い貸し切りバスの料

金も高額となってきております。その分、参加者の皆様の負担を増やさざるをえない状況となったため、活動内

容を検討する上で皆様の意見を参考にしたく、集合場所・移動方法についてのアンケートを実施いたしました。 

アンケート内容は、「現地集合でもよろしいですか」「集合場所はどこがよろしいですか」「活動場所への移動

は何がよろしいですか」などです。 

その結果、「遠方・行ったことのない場所へは送迎できない」「活動内容に応じて集合場所・移動方法を変え

てもよいのでは」「移動中のゲームを楽しみにしている」「緊張をほぐしたり仲良くなるためにも移動の時間は必

要」との意見が多いことがわかりました。 

 これらの意見を参考に、これからもより良い・より楽しいプログラムを皆様に提供できればと思っております。

今後もよろしくお願いいたします。ご協力ありがとうございました。 

 

◆ 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 

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 

当年度寄付者（敬称略）  

羽鳥 直之 羽鳥 玲子 

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。 

 


