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2012 年度金沢 YMCA 定期会員総会と今後の展望
金沢 YMCA 理事長

朝倉

秀之

2012 年 5 月 29 日(火)に金沢 YMCA は北陸学院大学の校舎を借りて、総会を開催することがで
きました。開会宣言のあと、澁谷洋太郎理事の司会で開会礼拝が行われ、富山 YMCA 総主事の松
田誠一氏より挨拶がありました。そのあと議事に入り 2011 年度の事業報告及び決算報告がなされ、
澤瀬諭監事の監査があり、満場一致で承認されました。
2011 年度の反省に基づいて 2012 年度の事業方針・計画・予算ならびに今後の問題と展望につい
て議論がなされた結果、基本的には現在行なっているキャンプにしても、またその他の行事にして
も、担当者・責任者を明確にして実行に移し、みなさんに活動をもっと共有していただくようにす
るということになりました。現在の大きな問題は、①財団法人 金沢 YMCA をどのような団体とし
て存続させるか、②理事会開催回数・理事数・任期の問題、③キャンプ・課外活動責任者の任命問
題、④存続させるための財政問題（特に児童クラブ）、⑤リーダーの育成、などです。
①については実際問題として公益法人化は難しいので、一般の財団法人に移行することを検討し
ていきます。②については総会で決まった理事数の変更などを市教育委員会へ申請、その後、法務
局に登録し、理事会の回数はこちらで適宜決めます。③については富山 YMCA の協力を得ます。
④については各プログラムの採算を考えて計画（児童クラブについては実施形態を検討）、⑤につ
いてはこれも富山 YMCA の協力を得て検討していきます。
これからも金沢 YMCA は青少年の心身の健全な育成という大きな目的のために働き続けていき
ますので、いっそうのご支援をお願い申し上げます。
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《 2010 年度 活 動 報 告 》
１．会員活動
【2010 年度金沢 YMCA 定期会員総会】

【金沢わいわい寄席】

2010 年 11 月 7 日（日）、石川県立音楽堂 B1F
交流ﾎｰﾙで開催。対象：子ども～一般。来場者
150 名。収益金 110,000 円を金沢 YMCA に贈呈。

2010 年 5 月 24 日（月）18：30～20：30、北陸学院
大学国際交流研修ｾﾝﾀｰ 101 教室で開催。

【金沢 YMCA 早天祈祷会】

【ゆきん子キャンプ】

毎月１日の朝 6 時から金沢 YMCA 集会室で開
催（12 月～2 月は休会）。聖書輪読：「ﾛｰﾏの信徒
への手紙」、「ｺﾘﾝﾄの信徒への手紙」。

2011 年 2 月 5 日（土）8：00～16：00、白山一里野
ｽｷｰ場で小・中学生を対象に開催。参加人数：ﾒﾝ
ﾊﾞｰ 8 名、ﾘｰﾀﾞｰ 3 名。

２．青少年活動
【みどりっ子キャンプ】

３．地域社会への奉仕
【クリーンキャンペーン】

2010 年 8 月 28 日（土）～8 月 29 日（日）、国立
能登青少年交流の家で小学生を対象に開催。内
容：野外料理、ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸなど。参加人数：ﾒﾝ
ﾊﾞｰ 12 名、ﾘｰﾀﾞｰ 4 名。

金沢市青少年団体連絡協議会（金沢市青団
連）主催、2010 年 5 月 30 日（日）「春のｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟ
ｰﾝ」と 2010 年 10 月 17 日（日）「秋のｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰ
ﾝ」に参加。金沢 YMCA（里見町）と新桜坂緑地
（W 坂）周辺の街路清掃。

【金沢 YMCA 児童クラブ】

【ながまちふれあいフェスティバル 2010】

2010 年 9 月 1 日（水）から開始。日時：月曜～金
曜（祝日を除く）の放課後～18：30。場所：北陸学
院大学ﾗｲｻﾞｰ記念館 3 階。参加人数：小学生 13
名、幼稚園児 3 名。

金沢市青団連主催、2010 年 11 月 14 日（日）10：
00～15：00、中央公民館長町館・長町緑地・老舗
記念館で開催されたﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに展示参加。

【ユニセフ街頭募金】

【親子イモ煮会】

2010 年 12 月 23 日（木・祝日）13：00～14：00、
片町の竪町商店街入口で。募金額 3,267 円は、金
沢市青団連を通じて（財）日本ﾕﾆｾﾌ協会に。
（平口 哲夫）

2010 年 11 月 3 日（祝・水）11：00～14：30、内川
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰで開催。対象:小学生とその保護者・
兄弟、ﾜｲｽﾞﾒﾈｯﾄとその家族。参加人数：ﾒﾝﾊﾞｰ 9
名、ﾘｰﾀﾞｰ 2 名。

《 2011 年度 活 動 報 告 》
的な雰囲気を大切にしながら、室内ではゲームや
ことばあそびなど、交流が深まる活動をし、自然に
恵まれた場所をいかして戸外あそびなどもとりいれ
ています。保護者からいただいた「先生でよかっ
た」「安心して預けられます」とのお言葉を励みに、
子どもたちとの時間をもっとよいものにしたいと思っ
ております。
（加藤 朝子）

１．会員活動
【2011 年度金沢 YMCA 定期会員総会】

【たけのこキャンプ】
ﾀｹﾉｺの発育が遅れたので 4 月開催を見合わせ、
5 月 14 日(土)11：00～15：00、金沢市窪の竹林(川
村家所有地)で開催。参加者は金沢 YMCA7 名(小
学生 5 名を含む)、金沢・金沢犀川ﾜｲｽﾞ 8 名、計 15
名。ﾀｹﾉｺ掘り、ﾀｹﾉｺ料理などを楽しみました。
（澤瀬 諭）

2011 年 5 月 27 日(金)18：30～20：30、北陸学院
大学ﾗｲｻﾞｰ記念館 2 階研修室で開催（写真は平口
理事が撮影）。
（朝倉 秀之）

【テニス講習会・テニス大会】

【金沢 YMCA 早天祈祷会】

ﾃﾆｽ講習会は 6 月・7 月に計 7 回実施。10：00
～15：00、北陸学院大学ﾃﾆｽｺｰﾄで開催。小・中学
生 5 名とその保護者 2 名が参加。とても熱心なｺｰ
ﾁがついて、楽しいﾃﾆｽ講習会になりました。
ﾃﾆｽ大会は今年度初めての試みであり、10 月
22 日(土）9：00～16：00 北陸学院大学ﾃﾆｽｺｰﾄで
行われました。午前中雨天でしたが、全試合を終
了。一般参加者 20 名で平均年齢は 60 歳を過ぎて
いました。
（朝倉 秀之）

毎月１日の朝 6 時から金沢 YMCA 集会室で開
催（1 月と 2 月は休会）。聖書輪読：「ｺﾘﾝﾄの信徒へ
の手紙 2 章～11 章」。
（朝倉 秀之）

２．青少年活動
【金沢 YMCA 児童クラブ】
少人数の子どもたちとゆったりとした時間を過ご
し、一人ひとりとしっかりと向き合っています。家庭
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【ダンスエアロビクス＆ピラティス】

３．地域社会への奉仕
【ながまちふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2011】

健康で美しく過ごすために、健康ｾﾝﾀｰｸｵﾚさん
（金沢市伏見台）にご協力をいただき、同施設にて
木曜日（不定期）19:00～21:00 に行いました。ﾀﾞﾝｽ
の要素をとりいれたｴｱﾛﾋﾞｸｽで汗を流し、ﾋﾟﾗﾃｨｽで
体の奥の筋肉を鍛え姿勢を整え、そして天然温泉
でほっこり。参加者からは「ﾀﾞﾝｽｴｱﾛﾋﾞｸｽで楽しく
汗がかけた」「ﾋﾟﾗﾃｨｽで姿勢がよくなった」などと好
評でした。
（齋藤しのぶ）

11 月 13 日（日）に中央公民館長町館、長町緑地、
老舗記念館において、金沢市青少年団体連絡協議
会主催で、3.11 東日本大震災の被災地復興支援の
ためﾃｰﾏを「支えあう 気持ちでつくる ながまちﾌｪｽ
ﾀ」として開催。ｽﾃｰｼﾞ発表、模擬店、作品展示、紙芝
居、団体活動紹介などが行われました。団体活動紹
介では、金沢 YMCA と金沢・金沢犀川ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗ
ﾌﾞの活動紹介、並びに YMCA 国際協力「ﾊﾟﾚｽﾁﾅ・
ｱﾌｶﾞﾝ難民・ﾊｲﾁ」のﾊﾟﾈﾙを展示するとともに国際協
力募金（募金額１,５３０円）も行い、ＰＲに努めました。
（数澤 輝夫）

【東日本大震災復興支援募金】

私の中部部長任期中の 2011 年 3 月 11 日に大
震災が発生しました。地震・津波と同時に原発が
壊滅的被害を受け、どのように対応すればよいの
か、見当もつかないありさまでした。ようやく落ち着
いて支援体制が出来てきました。2011 年 10 月８
日(土)13：00～14：00、金沢 YMCA も金沢、犀川
両ﾜｲｽﾞの協力のもと街頭募金を実施しました。参
加者 11 名、募金額 12,539 円でした。これからも
継続して支援活動を展開していく予定です。

【クリーンキャンペーン】
5 月 27 日(日)早朝、金沢市青少年団体連絡協
議会主唱｢全市一斉ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣実施。例年、
｢金沢百万石まつり｣開催に先立ち、金沢 YMCA・
金沢ｸﾗﾌﾞ・金沢犀川ｸﾗﾌﾞがその趣旨に賛同し清
掃活動に参加している。
金沢 YMCA 本部をｽﾀｰﾄとｺﾞｰﾙとし、竪町商店
街・柿木畠せせらぎ広場などを一巡して清掃。ﾀﾊﾞ
ｺの吸殻・空き缶などを回収したが、例年になく少
なかった。5 年ほど前になされた金沢市｢ｸﾞｯﾄﾞﾏﾅｰ
実践都市宣言｣の効果かどうかはともかく、商店街
がきれいになったのは喜ばしい。
今回も YMCA の学童たちの参加がなかったのは
残念であるが、朝倉理事長夫妻や竹中ﾜｲｽﾞ(金沢
犀川ｸﾗﾌﾞ)など 7 名が心地よい汗を流した。

（澁谷 洋太郎）

【親子イモ煮会】

11 月 5 日晴天の下、恒例の｢芋煮会｣が内川ｽﾎﾟ
ｰﾂ広場にて開催。金沢ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ・同ﾒﾈｯﾄ会
が中心となり、金沢犀川ﾜｲｽﾞにもお手伝いいただ
いて、薪割・野菜調理などﾜｲﾜｲ・ｶﾞﾔｶﾞﾔと楽しく準
備しながら子ども達の到着を待ちました。
（北 肇夫）

【ユニセフ街頭募金】

ユニセフ街頭募金が 12 月 23 日（祝・金）片町の
竪町入り口付近で例年通り行われ、金沢 YMCA
理事長はじめ金沢ｸﾗﾌﾞ 6 名（内ｺﾒｯﾄ 1 名）・金沢犀
川ｸﾗﾌﾞ 3 名、計 10 名が参加。曇天で人通りが少な
く、年季の入った野太い声では募金額もなかなか
増えないのではと心配しましたが、幸いｺﾒｯﾄの声
がよく透るので何とか助けられました。
反省として、親父の声だけではｱﾋﾟｰﾙしにくいの
でﾒﾈｯﾄかｺﾒｯﾄの参加をぜひお願いしたいのと、目
立つ服装（名称入り法被・ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ等）がよいという
点があります。募金額は、11，327 円で金沢市青
団連を通じて（財）日本ﾕﾆｾﾌ協会に送りました。皆
さんのご協力に感謝いたします。 （伊藤 仁信）

北陸学院の行事と重なったせいか子どもの参加
はなかったけれども、朝倉理事長ご夫妻にも参加
いただき、楽しい昼食の一時を過ごしました。芋煮
の味は会を増すごとに美味しくなって行きます。
次回はこの企画のお知らせを早期に行い、多く
の子ども達の参加を促し、また、ﾘｰﾀﾞｰ育成の観点
から新たに北陸学院の大学生にも参加していただ
きたいと思います。
（幸正 一誠）
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《 2012 年度 4～5 月 活 動 報 告 》
【たけのこキャンプ】

4 月 30 日、北陸学院大学三小牛ｷｬﾝﾊﾟｽ内にあ
る、北陸学院小学校裏の竹やぶで子ども 4 人と大
人 10 人が参加して、たけのこ掘りを行いました。今
年は、表年（おもてどし）が幸いして大豊作のたけ
のこを、大人も子ども嬉々として掘りました。
昼ごはんは、金沢犀川ﾜｲｽﾞの方々が主にこしら
えてくださった、たけのこ料理の数々をおいしくい
ただきました。食べ終わるや子ども達は竹やぶで
好きなように駆け回って遊んでおりました。
その後、大学のﾃﾆｽｺｰﾄにて、朝倉さんがﾃﾆｽ
教室を開講、壁を越してしまうﾎｰﾑﾗﾝを連発して子
どもたちはまたも大はしゃぎ。楽しく時間は過ぎ、
無事お開きとなりました。

来年は、もっと多くの子ども達が参加できるよう
祈ってやみません。
（西尾 一朗）

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】

2012-2013 年度会員 10 名。役員(事業担当)：幸
正一誠会長(IBC・EMC・他)、澁谷洋太郎副会長
(Y ｻ・EMC・他)、山内健司書記(ﾌﾞﾘﾃﾝ)、高口 昇
会計(CS・BF・他)、伊藤仁信(DBC・CS・他)、影山
雅一(Y ｻ・IBC・他)、数澤輝夫(広報・ﾒｰﾙ・他)、西
尾一朗(DBC・ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ)､山本達也(EMC・ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ)、
功労会員：山谷 澄。ﾒﾈｯﾄ会：数澤淑子会長、伊
藤悦子会計。中部 HP のｸﾗﾌﾞ紹介をご覧ください。
http://www.ys-chubu.jp/main/kanazawa.html
（数澤 輝夫）

2012-2013 年度役員（委員長等）：澤瀬諭会長
（Y ｻ・ﾕｰｽ委員長）・川村孝治副会長（ﾌｧﾝﾄﾞ委員
長）・北肇夫書記（直前会長、地域奉仕・環境委員
長）・三谷信三会計（EMC 委員長、交流委員長:他
ｸﾗﾌﾞ担当）・竹中丈晴（交流副委員長:他団体担
当）・平口哲夫（広報委員長、ﾌﾞﾘﾃﾝ委員長、ﾒｰﾙ
委員）。8 月例会は、8 月 11 日(土)に森野善右衛門
先生を講師として招いて開催の予定。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
の URL 変更 http://www.ys-chubu.jp/saigaways/
（平口 哲夫）

インフォメーション
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。
◇会員の種類
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：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 を使
用し、用紙に会費の該当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。

【2012 年度テニス講習会・テニス大会】

2012 年度のﾃﾆｽ講習会は 9 月からを予定して
います。現在のところ 9 月 8 日、15 日、29 日の土
曜日を計画しています。時間帯についてはお問い
合わせいただくことになります。1 ｸﾗｽ定員 10 名に
しますので、ｸﾗｽが定員になり次第、別のｸﾗｽを選
択してもらうことになります。この講習会は小学生 4
年生以上、中学 3 年までの募集です。またﾃﾆｽ大
会は 10 月 13 日(土)を予定しており、４0 歳以上の
一般の方々の募集です。よろしくお願いします。

【会館利用者へのお願い】
(1)入室された方（ｸﾞﾙｰﾌﾟの場合、代表者）は必ず
開館日誌に記入してください。(2)お帰りの際は電気
の消し忘れのないようにご注意ください。(3)自分で出
したｺﾞ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。(5)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。

【会員会費について】
◇はじめに：公益法人である金沢 YMCA は、ﾎﾞﾗﾝ
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、その活動
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