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YMCA はどんな活動をしているのか
金沢 YMCA 理事長

朝倉

秀之

私が勤めている大学で YMCA を知らない学生がいる。先日、金沢 YMCA のお
金を預金している銀行員が YMCA を知らなかったのには少し驚いた。そんなことで
は銀行員として恥ずかしいし、それだけで預金されなくなるかもしれないと伝えたと
ころ、少し勉強してきたようである。
YMCA が世界中に組織され、124 の国・地域で活動を展開していること、日本に
は 30 の都道府県に 34 の都市 YMCA と 36 の大学 YMCA があること、初期より、
英語教育、職業教育、そして、健康教育などの面で先駆的な働きをし、民間の行う
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ることなどを述べて
いた。
そこで、金沢 YMCA は小さなグループではあるが、志は大きく、世界に目を向け
ていること、それにバスケットボール、バレーボールなどを紹介したのも YMCA だということや、地域のニー
ズに沿った活動、子どもたちや青年の成長させるプログラムも持っていること、募金活動や清掃活動も金沢
YMCA では行なっていることなどを付け加えておいた。
金沢 YMCA の存在が金沢で一般に知られるようにしていくことも私たちの使命の一つかもしれないと、
一人の銀行員の発言から考えた。日本 YMCA 同盟では次のような標語を掲げているので、それを金沢
YMCA でも大切にしていきたい。
「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」

《 活 動 報 告 》
が、子供達の満面の笑顔をみると、大変うれしく、
前日のトイレ設営や、
料理の苦労が報わ
れる思いがします。
しかし、子供達の笑
顔だけで満足する
のではなく、なにか
もっと子供達を啓発
するものはないだろ
うかという思いもあります。
今後とも安全第一を心掛けながら、さらに洗練さ
れた“たけのこキャンプ”にしていきたいものです。

たけのこキャンプ
川村 孝治
毎年恒例となった“たけのこキャンプ”は、だいた
い 4 月 29 日の祝日に金沢市窪山で開催されます。
キャンプの設営やたけのこ料理などは金沢犀川ワ
イズメンズクラブが担当し、子供達のハイキングな
どは金沢ワイズメンズクラブが担当することになっ
ています。
2009 年度も 4 月 29 日に、総勢約 30 名が参加
し、いくつかのグループに分かれてたけのこ掘りを
した後、たけのご飯、煮物、ぜんまいの煮物など一
緒に会食して楽しみました。たけのこ掘りの鍬や、
元気に坂を走る子供達をみているとハラハラします
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滋人教授の卓話で、「継続は力なり」というが[革新
的継続こそ力なり]と伺い、まさにそうだと思いまし
た。金沢犀川クラブが当番となって準備しつつある
第 8 回金沢わいわい寄席は、従来とは開催日時を
一新して 11 月 7 日(日)14:30 開演を予定していま
す。新年度になってから立ち上げられる実行委員
会では、内容的にも新鮮味のある寄席になるように
検討したいものです。

クリーンキャンペーン
北 肇夫
金沢 YMCA が年中行事として取り組んでいるｸ
ﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝは、春季と秋季の年 2 回実施されて
います。概要は、金沢 YMCA 会館の周辺街路、
若者で賑わう竪町商店街、鞍月用水沿いの柿木
畠広場周辺などの清掃活動です。
2009 年度「春のｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」は、金沢市青
少年団体連絡協議会主催により 5 月 27 日(日)早
朝に一斉に実施され、参加 108 団体、参加人数
6,906 人という大掛かりなものでした。この実施は、
6 月 5 日から始まった｢金沢百万石まつり｣にタイミ
ングを合わせた美化ボランティア活動です。
一方、2009 年度「秋のｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」は、金沢
市町会連合会が呼び掛け、10 月 12 日(祝･日)早
朝、一斉に実施されましたが、金沢 YMCA では今
回から各会員の居住地において参加することにな
りました。
これまで金沢 YMCA と協働して金沢ワイズメン
ズクラブと金沢犀川ワイズメンズクラブの皆さんがこ
の活動に汗を流してきました。しかし、これまでの
参加者は少人数で人員も固定化されていますの
で、参加者の拡大が望まれます。このような地道な
活動をクラブの活性化に繋げるには、例えば、児
童たちも参加しやすい YMCA 独自の企画を立案
するととともに、揃いのユニフォームや帽子、幟旗
などを準備するなどして、外部広報活動を積極的
に行うとよいのではないでしょうか。

（「寄り合い酒」を演ずる笑福亭喬介師，2009）

（“反省会”，2009）

金沢わいわい寄席―継続は力？―
澁谷 洋太郎
金沢 YMCA を支えるために、ワイズメンズクラブ
や YMCA として何か行動したいと 2004 年から始
めたことの一つが金沢わいわい寄席です。当時、
京都洛中ワイズメンズクラブのメンバーで、関西地
区で落語の会を地道に続けている森乃福郎師匠
（山田信悟ワイズ）がいました。何度か顔を合わせ
ているうちに親しい間柄になっていたので、金沢で
の企画を持ち出したところ積極的に協力をしたい、
との返事で開催することになりました。
落語会としてお客様を呼んで開催するにはあま
りにもノウハウがなくハタと困ったものの、たまたま
前年に関係して携わった「石川の若手音楽家を育
てる会」コンサートが手本になると、ＰＲチラシ、チケ
ット販売方式、会場設営、運営方法をそのまま見
習い、まがりなりにも第 1 回目を開催することができ
ました。好評をえて、また支援成果もあり、来年もま
た来年もと回を重ね、2009 年 10 月 22 日(木)開催
の金沢わいわい寄せで 7 回目を数えるに至ってお
ります。
さて、「継続は力なり」と言いますが、金沢クラブ
3 月例会のときに北陸大学未来創造学部の小西

親子でイモ煮会に参加
名古屋グランパスクラブ 下村 明子
昨年 11 月 3 日、金沢ワイズメンズクラブ・メネット
会主催の「イモ煮会」に親子で参加しました。その
頃、家族で金沢へ出掛ける用事ができたので、せ
っかくなら金沢のワイズメンズクラブの例会に参加
できればと思っていたところ、タイミングよく「イモ煮
会」の日に重なりました。「イモ」が大好物の私、さ
っそく参加表明をしたところ、それを聞きつけた筋
金入りの食いしん坊の父親も同行することになりま
した。
当日の天気は雨で雪がちらついていたことを覚
えています。学生時代を金沢で過ごした私ですが、
すっかり体が名古屋仕様に戻ってしまい、会場に
到着して車を降りたとたん、その寒さに震え上がっ
てしまいました。
しかしそのような寒さにもかかわらず、金沢クラブ
のメン・メネットのみなさんは屋外で懸命においし
いイモ煮を作ってくださいました。中に入っていた
大野イモはこの日のために特別に用意され、そし
て煮るときは水を一切加えていないとのことで、し
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気づけられました。1 時間ほど声を出しておりまし
たが募金額は 10,452 円となりました。金沢市青少
年団体連絡協議会によると 41 団体延べ 1,390 名
が参加し、総額 1,017,513 円の募金額になったと
のことでした。募金なされた方々に厚くお礼申し上
げます。
なお、参加者は金沢クラブから伊藤・数沢・澁谷・
山谷メンの 4 名、金沢犀川クラブから北・平口・三
谷メンの 3 名、計 7 名でした。

っかりと味がしみておいしく、私達の冷え切った体
を温めてくれました。父親と私はおかわりをした上、
図々しくもそのイモ煮の残りを頂いて帰りました。五
郎島金時の焼きイモも甘くておいしい味でした。
最後に私達親子を快く迎えていただきました金
沢ワイズメンズクラブのメンとメネットのみなさまに感
謝申し上げます。機会があればまた参加したいと
思っております。

ゆきん子キャンプ
幸正 一誠
2010 年 2 月 27 日(土)、白山瀬名高原スキー場
で開催。参加者は子供 11 名とリーダー3 名（幸正、
宮本、古木）。昼食にカレーを食べましたが、スキ
ーを満喫した Y っ子からボリュームが足らないとの
声が出て、3 時のおやつの一部を食べるというハ
プニングがありました。

チャリティー・クリスマス
―ユニセフ街頭募金―
伊藤 仁信
チャリティー・クリスマスの一環としてユニセフ街
頭募金が 2009 年 12 月 23 日(水・祝)13 時より片
町大通り竪町入り口付近で実施されました。
天気も良いし祝日でもあるので、例年より少しは
多めになるかなと思いましたが、いざ街頭に立って
活動を開始しようと周りを見回したら、あまり人出が
ありません。若者は比較的多いけれども、お子さん
連れがほとんどなく、決して良い声ではないが、声
を大にしてお願いしても誰もこちらを振り向かず、
通り過ぎて行くばかりでした。
あいにく新インフルエンザが流行り出したのと不
況が重なり、年配者や子供さん達がほとんど外出
しなかったのではないでしょうか。金沢 YMCA でも、
例年参加している子供さん達は新インフルエンザ
のため参加しなかったのです。

早天祈祷会
山谷 澄
金沢 YMCA では、毎月 1 日に早天祈祷会を行
なっています（1 月 1 日はお休み）。朝 6 時から 1 時
間程で、出席者は 4～5 名です。黙想、司会者の
開会祈祷、讃美歌斉唱の後、聖書を輪読していま
す。
これまでマルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝、ヤコブ書、
使徒言行録を読んできて、現在、「ローマの信徒へ
の手紙」に取り組んでいるところです。輪読後に出
席者全員が感想を述べます。これが各自の勉強に
なっています。高倉徳太郎著『聖書講義ロマ書』、
内村鑑三著『ロマ書の研究』、そのほか山室軍平
や大木英雄の著書など、解説書のほうがむずかし
い感がいたします。 最後に「主の祈り」 をし、
YMCA の歌をうたいます。
このような祈祷会を 10 数年続けてきました。この
祈祷会の祈りの力が YMCA を支える基礎となれ
ばいいなと思っています。

あきらめずに参加者全員が若者に主旨を説明し
たり声を張り上げたりしてお願いを連呼しましたら、
徐々に募金箱の中で音がするようになり、少しは元
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2009 年度 6YMCA 協議会報告

ワイズメンズクラブが誕生したので、これとの協調
関係がポイント。金沢、福知山、鳥取Ｙは現状をい
かに維持していくかが課題である。
２）YMCA 同盟の現況：鹿児島に YMCA が誕
生する。YMCA の事業収入はピークが 1997 年の
400 億円。現在は 260 億円となっている。財団法
人は 27Y。ユース事業への取り組み強化。ユース
リーダーの開発。 行政からの委託事業の拡大が
期待できる。
３）新公益法人について：移行認定申請は全法
人の 2％程度である。 同盟は申請したが、認可は
まだ。大阪、東京、神戸は内閣府と事前相談を開
始した。この件はなにか不透明であり慎重に対応
する必要がある。同盟と連絡を密にしていく。
４）危機管理について：滋賀 Y と熊本 Y において死
亡事故が発生した。

澁谷 洋太郎
2010 年 1 月 29 日～30 日、東山荘で開催され
た 2009 年度 6YMCA 協議会の協議内容を報告し
ます（詳細は協議会資料を参照願います）。
参加者：熱海 Y から竹内理事長・藤間副理事長・
森理事・長谷川委員、金沢 Y から澁谷理事、沖縄 Y
から翁長理事長、福知山 Y から足立理事長、鳥取 Y
から福島理事長、同盟から中川理事長・及川常議
員・島田総主事・宗行主事・光永主事・山添主事、計
14 名。
１）各 YMCA の現況報告：事前にアンケートがと
られており、その回答をべースに報告された。どの
YMCA も会員の高齢化と、減少に苦労している。
熱海 Y が富士山部ワイズメンズクラブにより、財政
面も活動面も支えられて安定している。沖縄Ｙが総
主事を置くことに力点を置いている。100 名以上の

ワイズメンズクラブたより
【金沢ワイズメンズクラブ】

【金沢犀川ワイズメンズクラブ】

4 月第一例会：2010 年 4 月 15 日(木)18：30～
20：30、金沢ニューグランドホテル、大熊玄氏(石
川県西田幾多郎記念哲学館学芸員)による卓話
「鈴木大拙と西田幾多郎」。
5 月第一例会：2010 年 5 月 20 日(木)18：30～
20：30、金沢ニューグランドホテル、卓話（未定）。

4 月第一例会(竹の子特別例会)：2010 年 4 月
29 日(木・祝)、金沢 YMCA 主催「たけのこキャン
プ」に参加。
5 月第一例会：2010 年 5 月 27 日(木)19：00～
21：00、兼六城下町“ホテル兼六”、新村光秀氏
(石川ホタルの会)による卓話「ホタルの飛び交うま
ちづくり」。

インフォメーション
ご注意ください。
３）自分で出したゴミはお持ち帰り願います。
４）トイレを汚した場合はご自分で清掃願います。ま
た、トイレの水が流れ放しにならないようにご注意くだ
さい。

会館利用者へのお願い
１）入室された方（グループの場合は代表者）は必
ず開館日誌にご記入ください。集会室に入って正面
のホワイトボードにかけてあります。
２）お帰りになるときは電気の消し忘れのないように

会員会費について
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）
［銀行指定口座］
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）
［現金支払い］
＊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。また、何年度分の会費かが分かるよ
うに用紙に年度をご記入ください。
◇会費の納入期限
2010 年度（平成 22 年度）の会費は 2011 年 3
月 31 日までに、なるべく早く納入願います。
◇寄付金
会費と同様にお納め願います。その際の領収書
を証拠としてご保管ください。
［郵便振替］

◇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、その達成を願い活動に
参加したい人は、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。
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