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金沢 YMCA 児童クラブの発足と今後の展望
金沢 YMCA 理事長

朝倉

秀之

今、金沢 YMCA は重大な岐路に立っています。2010 年 5 月 24 日(月)
に開催された総会で問題となったのは、この金沢 YMCA が公益法人として
存続できるかということでした。島田茂総主事の提案も参考にして学童保育
の企画を立て、2013 年までにできるだけのことをすることが金沢 YMCA の
理事会で決定されました。
これをふまえて検討した結果、北陸学院に場所を提供してもらい、北陸学
院大学のライザー記念館に金沢 YMCA の分室を設置することになりました。また、金沢 YMCA
の学童保育の名称を｢金沢 YMCA 児童クラブ｣とすることにいたしました。2010 年 6 月 13 日ころ
までに計画書と予算書が必要であることから、6 月 7 日(月)に金沢地方法務局にも出向き必要書
類を整えました。
6 月 8 日(火)、北陸学院常務理事会において金沢 YMCA が学童保育を引き継ぐことが決定さ
れ、契約書を交わしました。また、金沢 YMCA の事務員として斉藤しのぶさん、児童クラブ指導員
として山田朝子さんと奥出朋子さんを採用することになりました。7 月 13 日(火)、金沢 YMCA の
｢児童クラブ｣の説明会を希望者に行なったところ、北陸学院小学校の生徒の親が 11 名ほど来ま
した。戸田先生(北陸学院大学・幼児児童教育学科教授)がカリキュラムも考えて、協力してくださ
いました。これを 150 部、井川先生(北陸学院小学校校長)にお渡しして、申し込みを受けることに
した次第です。
2011 年度に向けて、さらにプログラムの充実（ダンス教室、学習塾、大人向けのテニス教室な
ど）を図っていきたいと思っております。金沢 YMCA ならびに金沢・金沢犀川ワイズメンズクラブの
会員の方々には会費の納入はもちろんのこと、ご寄付などもしていただき感謝しております。会員
も様々な形で増やしていく予定ですので、今後ともよろしくご支援いただきますようお願いいたしま
す。
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《 活 動 報 告 》
金沢 YMCA の年間活動のうち、小学生を主対
象としたキャンプは、現在、1 シーズン 1 キャンプを
原則として行われております。2010 年度は春に「た
けのこキャンプ」、夏に「みどりっこキャンプ」、秋に
「親子イモ煮会」（従来の「もみじっ子キャンプ」を兼
ねる）、冬に「ゆきん子キャンプ」を予定していまし
たが、「たけのこキャンプ」については残念ながら雨
天のため中止となりました。

ゆきん子キャンプ
常務委員 幸正 一誠
インストラクターに宮本氏（元富山 YMCA リーダ
ー）と作元氏（北陸学院）を迎え、一里の高原スキ
ー場でスキーをしました。上級者コースを宮本リー
ダーに、初級コ－スを作元リーダーに指導をお願
いし、各コ－スに相応しいゲレンデにてスタート。
お天気にも恵まれボーゲン等の練習も短時間で出
来上がりました。午後にはゴンドラに乗車し、全員、
頂上から馬背コ－スを滑走するほど上達しました。
一つの目標に向かって努力する子供たちの姿は
真剣で、リーダーの指導を十分に学ぼうとする気
迫を感じました。来年の再会と今日一日の無事を
感謝し、全員でスキー帽を天高く舞い上げました。

みどりっ子キャンプ
常務委員 幸正 一誠
｢宇宙人を探せ｣をテ－マに 8 月 28 日（土）～29
日（日）羽咋市の国立能登青少年交流の家にて舎
営を行いました。23 日は羽咋市のコスモアイル羽
咋にてアポロ宇宙船を見学し、午後は交流の家に
てデスクゴルフを円盤に見立て得点を競い合いま
した。29 日は赤いウインナ－を宇宙グルメとし、宇
宙食作り（焼きそば）を楽しみました。交通手段は
JR・北鉄バスを利用し 「ミステリ－電車」の企画を
も兼ねたプログラムでした。

児童クラブの指導員になって
児童クラブ指導員 山田 朝子
金沢 YMCA 児童クラブは、2010 年 9 月にスタ
ート。初めは手さぐり状態で、子どもたちが充実し
た時間を過ごせるよう、こうしてみたらどうか、次は
こうしてみようかという感じでしたが、１週間、１ヶ月
と日を重ねていくうちに少しずつ見えてきたものも
あり、私自身、学ぶことや新しい発見も多く、子ども
たちと一緒にすごす１日１日は、かけがいのないも
のとなっています。こうして子どもたちと楽しい時間
を共有できることを本当にうれしく思います。
子どもたちの感性・ひらめきは思いがけないこと
ばかりで、毎日がとても新鮮です。何もないところ
からのスタート、それが子どもたちにとっても私にと
ってもいい刺激となり、おもちゃはほとんどが手作り、
私と子どもたちで考えたもの、子どもたちが自分で
考えたものを協力して作りあげたものです。
そういう経験を通して子どもたち同士の関わりも
深まり、大きな成長へとまたつながっていくことでし
ょう。「いいこと考えた！」の一言から生まれた、子
どもたちの宝物でいっぱいの金沢 YMCA 児童クラ
ブ。これからも温かい雰囲気を大切にしながら、子
どもたちのよりよい育ちを見守り一緒に成長し、楽
しく過ごしていきたいと思います。

親子イモ煮会
理事 数澤 輝夫
金沢クラブのメネット会恒例行事である「イモ煮
会」が毎年 11 月 3 日(祝)に行われています。これ
に YMCA の子どもたちが招待されています。昨年
は内川スポーツ広場に総勢 18 名が集い、秋空の
もと、美味しい芋煮鍋に舌鼓を打ち、楽しいゲーム
をして過ごしました。
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ながまちふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2010 参加記

クリーンキャンペーン

常務委員 北 肇夫
恒例の“ながまちふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2010”は、
11 月 14 日(日) 10:00 から 15:00 まで金沢市中央
公民館長町館（主会場）と、隣接する老舗記念館･
長町緑地で開催されました。主催者は、金沢市青
少年団体連絡協議会(略称：青団連)で、参加団体
は 25、主なものは｢子ども会連合会｣、｢明るい社会
づくり協議会｣、｢まいどさん会｣、その他趣味の同
好会として｢金沢混声合唱団｣、｢金沢きり絵同好
会｣などでした。金沢 YMCA では金沢クラブﾞ、金沢
犀川クラブが協働して企画･実施し、各々の活動紹
介をしました。
当日は、好天に恵まれ、屋外のステージでは､コ
ーラスやバリ舞踊、詩吟の舞などが行われ、テント
の中では餅つき、焼き芋､ﾎﾟﾝ菓子、うどん、クレー
プﾟなどの模擬店が賑わっていました。室内では、
上記団体のバザー、七宝焼き体験コーナー、団体
の活動紹介などが行われ､スタンプラリーは子ども
達に大人気で、元気な声が館内に響いていまし
た。
近年、フェスタへの来場者数は減少傾向にあるよ
うです。市内各地ではバザーや文化祭など関連行
事がめじろ押しですから、各団体はもっと行事に関
心を持ち、企画に工夫をこらすとともに、近隣の
方々への広報にさらに力を入れるべきだと感じまし
た。

理事 平口 哲夫
金沢市青少年団体連絡協議会が春と秋に主催
するクリーンキャンペーンに金沢 YMCA、金沢クラ
ブ、金沢犀川クラブの 3 団体も参加しています。今
年度は 5 月 30 日（日）と 10 月 17 日(日)の両日 6：
45 ～ 7：30 に 行 い まし た。 3 団 体 としては 金 沢
YMCA(里見町)周辺の街路清掃をしていますが、
その作業が終わったあと、金沢犀川クラブでは独
自に新桜坂緑地（W 坂）周辺の清掃も実施してい
ます。

（新桜坂緑地にて）

第 8 回金沢わいわい寄席を終えて
実行委員長 北 肇夫
“第 8 回上方落語を楽しもう～金沢わいわい寄
席～”は、紅葉前線が南下してきた 11 月 7 日(日)
14:30 から石川県立音楽堂 B1 の交流ホールで開
催されました。金沢 YMCA、金沢クラブﾞ、金沢犀川
クラブの 3 団体が協働して企画･実施したもので、メ
ネットさんのご尽力もいただき、観客数 120 名を超
える公演となりました。
演目は第一席 森乃福郎
師匠「みそ豆丁稚（まめでっ
ち）」、第二席 桂まめだ師匠
「ちりとてちん」、第三席 森
乃福郎師匠「七度狐（しちど
きつね）」で、円熟の師匠と
若手師匠の小話などを取り
混ぜての出し物が場内を沸
かせていました。
今回初めての試みてとして、休日･昼間の公演と
し、高齢者や主婦、子ども達が安心して来場しや
すい配慮としましたが、行事の重なりなどが原因し
てか、目標とした来場者数には達しませんでした。
諸般の事情により、金沢わいわい寄席は今回を
もって一応終了とし、新たな企画を検討することに
なりました。計 8 回の公演にご出演くださった森乃
福郎師匠をはじめとする協力者の皆様方に厚く御
礼申し上げます。

合同クリスマス特別例会に参加して
金沢 YMCA 事務局 齋藤 しのぶ
2010 年 12 月 16 日、金沢ニューグランドホテル
での金沢・金沢犀川ワイズメンズクラブ主催の合同
クリスマス特別例会に参加させていただき、ありが
とうございました。
初めての参加でしたのでドキドキしておりました
が、有田牧師の温かな言葉と人柄にふれることが
でき、気持ちが和らぎました。また、ゲームの際は
楽しくて思いっきり笑っていました。
厳粛な中にもアットホームな雰囲気で、とても素
敵な時間を過ごすことができました。本当にありが
とうございました。
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活動をしました。昨年同様、不景気のせいか、それ
ともインフルエンザを心配して子どもたちが参加し
ないせいか、募金に応ずる人が少なかったのは残
念です。私はもっぱら写真撮影を担当しました。

（合同クリスマス特別例会）

ユニセフ街頭募金
理事 平口 哲夫
金沢市青団連が主催する第 32 回ユニセフ ハ
ンド・イン・ハンド募金は、2010 年 12 月 23 日（祝・
木） に金沢市内で一斉に実施されました。金沢
YMCA を支援する金沢・金沢犀川クラブも片町大
通に面する竪町商店街入り口で例年のごとく募金

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：2011 年 4 月 21 日(木)18：30～
20：30、金沢ニューグランドホテル、帆苅宏典氏に
よる卓話「“出会い”は人生最大のドラマ―ビジネス
の原点は“出会い”―」。
5 月第一例会：2011 年 5 月 19 日(木)18：30～
20：30、金沢ニューグランドホテル、数澤輝夫ワイ
ズによる卓話「評価と反省」。

4 月第一例会(竹の子特別例会)：2011 年 4 月
29 日(金・祝)、金沢 YMCA 主催「たけのこキャン
プ」に参加。
5 月第一例会：2011 年 5 月 26 日(木)19：00～
21：00、兼六城下町“ホテル兼六”、喜多正一氏
(NPO 石川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ代表)による卓話「災害
時誰が動く～防災意識の向上～」。

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
◇はじめに
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おり、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。
［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
年会費は該当年度の 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。
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