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Y M C A を 振 り 返 る 

金沢 YMCA 理事  山谷 澄 
 
YMCA は誰が、いつ、どこで、何のために設立されたのか、大雑把にふり返ってみよう。 

日本は戦後産業面で大きな変革があった。日本だけでなく世界も産業

構造に大変革を生じた。この現象を第二次産業革命だという経済評論家

や経済学の先生方がいる。歴史学で定義されているのかどうかは知らな

い。私は西洋史で産業革命を勉強した。18 世紀末から 19 世紀初頭にか

けての機械の発明が手工業から機械工業への発展を促したのである。こ

れによってイギリス南部の紡績業の構造改革がなされたのである。手工業

では 10の生産が、機械工業では 20、30の増産となり収入も何倍にも増え

た。やがて就業時間も縮まり、職工達も早く帰ることができ、賃金も大幅に増えた。仕事の構造、社

会も変革して、ここに若者達が街へ遊びに出るようになった。酒と賭博と女に耽溺して世の中は頽

廃した。これを憂えた真面目な青年クリスチャン、ジョージ・ウイリアムズは同心の仲間と、自分が仕

事をしているヒッチコック・ロジャース商会の店主に了解を得て、一部屋を借り、ここで 12 人の青年

店員が聖書を読み、祈りを捧げる会を持つに至ったのである。これが YMCA の始まりである。 

この小さな運動がイギリス各地に広まり、海外にも広まった。そして 10 年経ってフランス・パリで

第一回の「YMCA国際大会」を開いた。ここで各YMCAの活動基準を作ることになり、「パリ基準」

が出来た。これを基礎にして YMCA が活動しているのである。ロンドン YMCA は 1844 年 6 月 6

日に創立された。ロンドン YMCA 創立 50 周年記念大会でイギリス・ビクトリア女王から「人類に対

する非凡な奉仕」と称えられ、「ナイト」の称号が与えられた。1821年に生まれ、1905年に永眠した

ジョージ・ウイリアムズは 84歳であった。 

 さて、金沢 YMCA では毎月一日、朝 6 時から早天祈祷会を行っている。活動の原点である。ま

た、1月 31日にスキーキャンプを行った。子供達が 17名、リーダーが 4名であった。これも大事な

活動である。（筆者は継続会員として 62年になる。） 

参考文献：『YMCA オリエンテーションシリーズ』（１）（２） 

 

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

ＹＭＣＡに向きあって 
金沢ワイズメンズクラブ メネット 高口 紀子 

 柿木畠の YMCA の建物の前を通り、北陸学院中等学部に通っていた頃、友人が

YMCA の建物を指さし「あそこで英会話が習えるんだって･･･」「ふぅ～ん･･･」それか

ら数年後高校 2 年になって高等学部内にあった YWCA に籍をおき、Y のバッチを

校章と共に左胸のポケットに並んで付けていた事に誇らしい気持ちとなった学生時

代があった。その頃夏休みには教会の KKS の修養会や、YWCA の修養会でキリ

スト教の学びの時が与えられて充実した日々を過ごしていたと思う。更にそれから気

が遠くなるほどの数十年後、恩師の勧めで金沢ワイズメンズクラブのメンバーとなり、

今日に至っているのだが、組織のあまりの大きさに学生時代に感じた YMCA、そし

てその働きに対する支援や協力性がクラブの中から感じられない。義務感を持ち続

けていく事が、一人ひとりの力の積み重ねは小さいながらも、YMCA を支える力と成りえているのだろうか。

「YMCA と私」の原稿に向かいふっと考え込んでしまった。 

 

金沢ＹＭＣＡでの 5 年間 
 金沢 YMCA 臨時職員 小野 陽子 

7 年前、結婚を機に私の金沢での生活が始まりました。出産をし、慣れない土地

での子育て中、富山YMCAの島田総主事に声をかけていただき、平成 15年の 10
月から金沢 YMCA のお手伝いをすることになりました。そして平成 16 年 3 月に開

催した「金沢わいわい寄席」を金沢 YMCA の再スタートの活動とし、以後様々な活

動を行なってきました。 
主に私が企画した活動は小学生を対象とした野外活動です。そこで、多くの子供

たちと出会いました。最初の活動で 1年生だった子は今春でもう6年生。活動をスタ

ートした頃とは全く違う、成長した姿に頼もしく思い、また、その成長の過程を少しで

も見られたことをとてもうれしく思います。活動では子供たちと一緒にご飯を作り、一

緒にテントで泊まり、たくさんゲームをしました。その事前準備は大変なこともありまし

たが、子供たちの「楽しかった」「また参加する」と言ってもらえることが次の活動へのエネルギーとなり、続

けることができました。 
金沢 YMCA とかかわるようになって 5 年半、娘・息子と一緒に事務所に通いながらお仕事をさせていた

だきましたが、私情によりこの春、金沢を離れることになり、金沢 YMCA を辞めることとなりました。多くの

方々に助けられ、子供たちの笑顔に癒され、充実した日々を過ごすことができました。活動に参加してくれ

たみんな、今まで支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。また、どこかでお会いしましょう。 
 

《 活 動 報 告 》 
 

テニスを始めてみませんか 
朝倉 秀之 

テニス講習会は前から計画していましたが、やっと今年度初めてテニス講習会を行うことができました。

2008年 9月 27日（土）、10月 4日（土）、10月 11日（土）、10月 25日（土）の 4日間を 4つの時間帯に分

けて計画しました。朝の 9時からのコースは参加者が集まらなかったので、10時 50分～

12時 20分、13時 30分～15時、15時 20分～16時 50分の 3コースでした。一人で 4

回参加できる講習でした。 

参加者は小学生が 9 名、保護者は 6 名でした。コーチを揃えるのは大変でしたが、

女子の大学生を一人依頼して、その他 2 名コーチをお願いすることができました。初心

者から少し試合ができる方もいましたので、コーチが多いことはうれしいことでした。 

続きをして欲しいという要望もあったくらいでしたから、全体的には評判のよい講習会であったと思います。

しかし、今年度は１回の講習会しかできませんでした。特に外で行うことになりますから、天候に左右されま

す。天候にも恵まれたのは良かったことの一つでした。 

来年度 2009 年には回数を増やした計画を立ててみたいと思っています。 
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第６回金沢わいわい寄席 
澁谷 洋太郎 

日 時：2008 年 10 月 31 日（金）19:00～21:00  
場 所：石川県立音楽堂 B1F 交流ホール 

出演者：森乃福郎、笑福亭松五 

主催：金沢ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ・金沢犀川ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 

共催：金沢 YMCA 
後援：金沢市教育委員会、北國新聞社 
１．入場券・入場者：チケット販売枚数 227 枚、入場

者数 153 名（前回：254 枚／141 名） 
２．招待：享誠塾 5 名 
３．収支： 
収入 340,500 円（チケット販売 227 枚 @1,500 円） 
支出 196,042 円 
差益 144,458 円 

収益金 144,458 円は 2008.12.18 に金沢 YMCA に贈呈した。 
次年度 2009 年、第７回金沢わいわい寄席を金沢クラブが責任クラブとなり、2009 年 10 月 22 日（木）

県立音楽堂交流ホールにて開催する。（交流ホールの利用が多いため、１年前に予約しないと確保できな

いため、仮予約を行なった。） 

親子イモ煮会 in内川スポーツ広場 
11月 3日（祝・月）、毎

年恒例の金沢ワイズ・メ

ネット会イモ煮会の日で

す。この日の天候は朝か

ら雲の流れの早い、晴れ

たりくもったり、雨が降っ

たり･･･の一日でした。 

メネットさんはそれぞ

れに買い出し品の役が

あり、私はおにぎり 30 個

を買う役でしたので、コン

ビニで求め、9 時半過ぎ

に内川スポーツ広場に

着きました。駐車場には

伊藤さんご夫妻がすで

に到着しておられました。

今日の天気を心配しながら炊飯場へ行ってきました。その後しばらくして皆さんがボチボチ来られてにぎや

かな場になりました。 

 この炊飯場は大変行き届いた作りになっていて、昨年は炭で行なったのですが、なかなか煮えなかったの

で、今年は薪でしたところ、火力が全然違いました。2つの大きなお鍋を煮立ててアルコール分を飛ばし、里

芋とこんにゃくを入れ、里芋がやわらかくなるまで煮て、肉とネギを入れ、砂糖、醤油で味付けるのですが、

去年の時より大分短時間で出来上がりました。 

 YMCAから 14名が参加されました。天候のこともあり食事を室内に用意し、果物・飲み物など準備をして、

12 時過ぎ食前のお祈りをして全員で楽しく、おいしくいただきました。食事の間も皆さん思い思いに、おしゃ

べりに夢中でした。 

 後片付けも例年通りてきぱきと、忘れ物のないように気をつけて。朝が早かったので、すこし疲れを感じま

したが、子供たちの楽しそうな笑顔に疲れも吹っ飛ぶ思いでした。最後に全員で記念撮影をし、解散となり

ました。 

（金沢ワイズ・メネット会 山谷 明代） 
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ながまち ふれあい フェスティバル 2008 
“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） 

 

チャリティークリスマス 
12 月 23 日（祝・日）、竪町通りにて、ユニセ

フ街頭募金を行いました。YMCA から 9 名の

子供と保護者とリーダーが、金沢ワイズからは

3名、金沢犀川ワイズからは 2名の参加があり

ました。みぞれ交じりの寒い天候の中、約一

時間街頭に立ちました。 

募金額：21,839 円 

当日、寒空の中参加してくださった皆様、

また、募金にご協力くださった方々、どうもあ

りがとうございました。 

 

 

 

ゆきん子キャンプ in一里野温泉スキー場  
1 月 31 日に今年度最後の活動となる、ゆきん子キャンプが行

われました。集合した時、金沢は雨。スキー場では雪になってい

ることを願いながらバスで出発しましたが、残念ながらスキー場で

も雨と、残念な天候の中での活動となりました。テンションが下が

るかな･･･と思いましたが、子供たちは雨なんかなんのその！元

気いっぱい、やる気満々で一日滑りきりました。 

この日、初めてスキーをした子が 5 人いました。最初は板をは

くことも転んで立ち上がることも自分一人では難しかった子供た

ちですが、時間が経つにつれて、板を外し、板を持って坂を登り、

また板をはき、滑り降り、転べば立ち上がりを一人でできるように

なっていました。リフトにも 2 回乗ることができ、この日一日でだいぶたくましくなったように思いました。 

一日中、雨の中思いっきり滑ったので、帰りのバスではぐったり･･･と思いきや、子供たちは不思議なぐら

い元気で、とてもにぎやかなバスでした。また、おうちの人にも連れて行ってもらってね。 

（Ｙ．Ｏ．） 
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《 ワイズメンズクラブたより 》 

 
金沢ワイズメンズクラブ 

3 月第 2 例会：3 月 1 日（日）18:30～20:30、ニューグランドホテル 

3 月第 1 例会：3 月 19 日（木）18:30～20:30、ニューグランドホテル 

金沢クラブ・滋賀蒲生野クラブ・富士宮クラブ・合同例会：4月 11日（土）・12日（日）、ﾆｭｰーグランドホテル 

 

金沢犀川ワイズメンズクラブ 
2 月第 1 例会（新春特別例会）：2 月 22 日（日）15:00～23 日（月）12:00、山中温泉河鹿荘ロイヤルホテル 

3 月第 1 例会：3 月 12 日（木）19:00～21:00、兼六城下町（ホテル兼六） 

卓話「人は、自然・ひと・文化との豊かな関係性の中で育つ」（北陸学院大学 金森俊朗教授） 

 

《 インフォメーション 》 
 

金沢 YMCA 早天祈祷会  
毎月 1 日 6:00～7:00 金沢 YMCA にて  ※誰でもご自由にご参加ください。 

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。 

 

《 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は事務所にありま

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 

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。 


