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北陸学院と金沢 YMCA 

～わいわい農園体験を楽しみながらの想い～ 
 

金沢 YMCA 評議員・たけのこ掘り体験委員会委員長・わいわい農園体験副委員長 
 井川 英二 

 
四季折々の姿で迎えてくれる朝の三小牛、週一回の短い時間だが、農園

作業に汗を流す。花吹雪が舞う中、小鳥がさえずる春や、木々の緑が濃くな

り蝉やカエルが鳴く夏。これからはコオロギやスズムシがいい声を聞かせてく

れるだろうか。 
昨年からメンバーに加えられて、この朝の作業に参加するようになったが、

三小牛での生活は長年にわたる。なぜなら北陸学院が私の仕事場だったか

ら。子どもたちと過ごした日々は宝物のように貴重な経験であり、都会育ちの

私にとって自然を身近に感じられる三小牛での生活もまた恵まれたものだっ

た。動植物との出会いや満天の星空や校舎から見える大きな虹など。そして

大雪に嘆く人々をよそに密かにワクワクしていたのを覚えている。日々の教

員生活は大変さもあったが、豊かな四季を五感で刺激され、色や香りや音で

感じる楽しさを学ばせて貰った。 
さて、わいわい農園に話を戻す。農園ではサトイモ、オクラ、バジル、サツマイモ、トマト、金時草など多種

にわたって栽培している。計画は北肇夫委員長が立て、種植えから雑草取り、肥料播きから収穫へと続き、

その間にも藁を抄き込んだり、新芽を間引いたり、土寄せをしたりしている。できる限り農薬を使わないのも

いいことだ。数年前からイノシシが畑を荒らすので学院に電気柵の設置をお願いし、そのお手伝いもした。

今年は、珍しく猿の被害があった。高い柵を設置して電線を一本増やしていただいたおかげか、何とか被

害が最小限におさまりそうだ。今は大根を栽培しているしもう少しでサトイモの収穫時期を迎える。収穫は何

とも喜ばしいことであるが、手をかければかけるほど収穫は豊かになる。週一度の短い時間だが、土とふれ

る楽しさと委員長をはじめメンバーの人柄の良さも相まって作業はあっという間に終わってしまう。運が良け

ればカモシカやアナグマ、野ウサギなどにも出会えるのだが。この週一回の作業に一人でも多くの参加者

があるとうれしい。 
農園の横に竹藪がある。数年前までタケノコ掘り体験を子どもたちが行なっていた。別所地域はタケノコ

の産地として有名だが、隣接する学院内の竹藪も沢山のタケノコが生える。以前のように間引いた竹を燃

やして処分するすることが禁止され、伐採した竹を積み上げる形で残されている。範囲が少し狭くなったが

タケノコ掘りで折角の自然の恵みを体を動かし掘り出し、味でも感じてほしいと思う。 
私は高校生の頃から YMCA と関わってきた。大阪の土佐堀 YMCA で英語学校に通い、そこからアメリ

カへ 40 日間、交流留学生としてサンフランシスコへ送ってもらった。50 年以上前の話なので、当時、外国

に行くことは当たり前のことではなかった。大学時代には YMCA のホテルでフロントのアルバイトもさせても

らった。色々な国の方が来られるのだが、話す英語に癖があり聴き取りにくさに四苦八苦したこともあった。

またリーダーとしてキャンプにも参加した。当時は若い人が多く関わり活動していたし、友人の何人かはそ

のまま YMCA に就職した。 
学院に就職して以来、直接 YMCA との関わりがなくなってしまったが、昨年、朝倉理事長から声をかけ

てくださったので、お手伝いできるところはやってみたい。老いも若きも、参加する人も企画する人も、さらに

楽しい会になるようにと願っている。 
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金沢 YMCA と金沢ワイズメンズクラブ 
金沢 YMCA 常務理事・金沢ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 2020‐2021 会長 

山内 ミハル
世界 YMCA 同盟とワイズメンズクラブ国際協会と

の間には緊密な協力関係があり、共にキリスト教精神

に基づいて活動・奉仕し、国際感覚を共有する組織

として互いに啓発・協力しあいながら、独自の活動も

している団体です。 
ワイズメンズクラブはジュネーブに本部を置き、多く

の国に各クラブが組織されており、日本は東日本区と

西日本区の 2 区に分けられ、金沢クラブが所属する

西日本区には、80 クラブ（2020.7.1 現在）が組織さ

れています。それぞれのクラブは国際憲法の精神に

基づき、あらゆる人々が宗教、信条の相違を超えて

互いに親しく交わり力を合わせ、イエス・キリストが示

された愛と奉仕の実践を目指すこと、そして奉仕活動

を通じて YMCA の活動を支援することを目標として

います。 
ワイズメンズクラブ国際協会の HANDBOOK & 

MEMBERSHIP ROSTER には、六つの行動目標

が掲げられています。以下、表現を少し変えて紹介し

ておきます。 
１．YMCA のためのサービスクラブとして活動す

る。 
２．その他ワイズメンにふさわしい団体を支援する。 
３．市民的、国際的諸問題のただ中で、倦むことな

く、一党一派に偏しない正義を追求する。 
４．宗教的、市民的、経済的、社会的、国際的諸

問題につき、互いに啓発し、積極的にこれに参加連

帯する。 
５．健全な交友関係を創り出す。 
６．この協会の国際、地域、区の事業を支援する。  

 上記の目標１に従って、金沢ワイズメンズクラブの

会員は全員金沢 YMCA の会員であり、YMCA の活

動にはできる限りの支援をしています。しかし、今年

は新型コロナウィルスの感染拡大の予防のため、ほと

んどの事業が中止となり、支援の場を奪われている

のが実情です。 
 目標 2 に関連した活動として、金沢 YMCA は金沢

市青少年団体連絡協議会（略称：青団連）に加盟し、

その活動に積極的に継続参加しております。 
金沢クラブは6月からなんとか例会だけは通常通り

続けられているので、感謝しています。今後、コロナ

の終息を期待しつつ、事業の充実、メンバーの増強

に向けて努力していきたいと思っています。 

 
金沢ワイズメンズクラブ 2020 年 8 月第一例会 

卓話：末松智氏「復元画でよみがえる金沢城」 

 

長土塀「絆」フェスティバルに参加して 
金沢 YMCA 理事・金沢市青団連理事 幸正 一誠 

 金沢市青少年団体連絡協議会主催による上記の

催しが開催されました。昨年度は台風のため開催

できず、今年はコロナウィルス感染拡大予防のため

開催が危ぶまれましたが、参加諸団体と金沢市教

育委員会生涯学習課のご努力により、感染予防の

対策を徹底したうえで、開催の運びとなりました。し

かし、感染予防上、一般市民への告知などは行わ

ず、参加諸団体によるチラシ配布のみとしたことか

ら、例年のような飲食や野外ブ－スも無く、来場者

もごくまれで、少し寂しいフェスティバルとなりまし

た。 

 
パネル展示とスライドショー「金沢 YMCA70 年誌」 

 

 
田口理事による腹話術公演に見入る子どもたち 

 

 
田口理事による腹話術公演の終了後に撮った写真 
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金沢 YMCA の展示ブ－スでは、同盟より資料な

どをいただいて活動内容をパネル展示し、世界的

なボランチア活動団体であることをアピ－ル。また、

平口哲夫理事編集によるスライド「金沢 YMCA とワ

イズメンズクラブの活度歴史」をエンドレスでプロジ

ェクタ－投影しました。金沢 YMCA の開催イベント

として今回初めて、田口昭典理事が特技を生かし

て「腹話術講習会」を行いました。参加者は 10数名

と少数でしたが、金沢 YMCA としての奥行深い存

在意義をアピ－ルできたと思います。 

展示パネルは 11 月末まで長土塀青少年交流セ

ンターの壁面にて展示されています。ぜひご覧くだ

さい。開催に当たりご尽力、ご協力くださった各位

に感謝申し上げます。 

 

金沢 YMCA 関係のクリスマス行事を省みる 

～2014 年度金沢・金沢犀川ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ合同ｸﾘｽﾏｽ例会の報告を兼ねて～ 
金沢 YMCA 理事・元金沢犀川ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ会員 平口 哲夫 

金沢 YMCA のニューズレターが休刊状態にあっ

た2013～2018年度のうち、2013年度の活動につい

ては 2020 年 4 月号(No.22)で「たけのこ掘り体験」の

報告をしました。「たけのこ掘り体験」や「わいわい農

園体験」の記事は、最近の号でもよく紹介されている

ので、2014 年度の活動紹介を兼ねて金沢 YMCA 関

係のクリスマス行事を省みることにします。 

2014 年 12 月 18 日(木)に金沢ニューグランドホテ

ルで開催された金沢・金沢犀川クラブ合同クリスマス

例会については、金沢クラブや金沢犀川クラブのブリ

テン 2015 年 1 月号で紹介されており、以下のアドレ

スからダウンローできますので、詳しくはそちらをご覧

ください。 

http://www.ys-chubu.jp/main/gburiten/kanaza
wa1501.pdf（金沢ｸﾗﾌﾞ） 
http://sophiruka.sakura.ne.jp/saigaways/briten/
saigawa-bulletin201501.pdf（金沢犀川クラブ） 
 この合同クリスマス例会は、金沢 YMCA が共催団

体として名を連ねているわけではないけれど、ワイズ

メンズクラブの会員は YMCA の会員でもあり、同クラ

ブの会員になっていない YMCA 会員もクリスマス合

同例会に招待されています。しかも、かつて金沢ワイ

ズメンズクラブとギデオン協会と金沢 YMCA の三団

体が合同クリスマス祝会を開催していたこともあるの

です。この事実を、私は金沢YMCA 創立70年記念

誌の編集に携わっているときに知り、驚いたのでした。

私が金沢 YMCA の会員になったのは 1983 年 7 月

ですから、この三団体合同のクリスマス祝会が行われ

ていたことを知っていてよさそうなのに、まったく憶え

ていないのは、参加したことがなかったからかもしれ

ません。 

 金沢 YMCA に専従スタッフがいた頃に金沢

YMCA 主催の「子どもクリスマス」が開催されたことに

ついては憶えており、ちょっと顔を出したこともありま

す。 

 ワイズメンズクラブの会員以外の金沢 YMCA 会員、

特に青少年の会員が増えれば、金沢 YMCA 主催や

合同のクリスマス祝会を復活させてもよいように思い

ます。 

 
金沢ワイズメンズクラブ・ギデオン協会・金沢 YMCA 

合同クリスマス祝会（1984 年 12 月 20 日） 

 

 
金沢 YMCA 主催の子どもクリスマス（1988 年 12 月） 

 

 
金沢・金沢犀川ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 

合同ｸﾘｽﾏｽ例会(2014 年 12月 18 日) 
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インフォメーション  
【腹話術初心者講習会のご案内】 

あなたも腹話術がマスターできます！ 目的人形

が話す。ぬいぐるみが歌う。人形との会話が、様々な

場面で活躍します。笑いは希望と勇気の源です。あ

なたもチャレンジしてみませんか。 

１、 講習開始日（予定）/2020 年 10 月より第一金曜

日定例開催。19：00～21：00。会場は、長土塀

青少年活動センター（予定） 

① 会費/登録費 6,000 円(テキスト代、通信費、

教材費等) 

② 毎月の会費 2,000 円 

２、 定員/10 名（最小催行人数 5 名） 

３、 講師/田口昭典(金沢めぐみ幼稚園園長、一般

社団法人ロゴス腹話術研究会会員、金沢

YMCA 理事 

４、 問合せ・申込先/田口昭典宛 

メール baptataguchi@gmail.com 

電話  金沢めぐみ幼稚園 076−221−7970 

５、 申込/氏名、年齢、連絡先（郵便の届く住所、電

話番号等）を記入して、メール、Fax で申し込ん

でください。こちらから詳しい案内を送ります。 

Fax 076−221−7983（金沢めぐみ幼稚園） 

【金沢 Y MCA 事務所の建物について】 
金沢 YMCA 事務所のある建物の名前は里見町タ

ウンハイツと言います。ここには 25 世帯のほかにレス

トランもありますが、現在は経営していません。 

管理組合最新の議題は、管内工事ライニングです。 

簡単に言いますと、水道の中をきれいにすることです。

管理組合の総会で何度も議論の末に工事することに

なりました。お金が掛かるので、希望しない人もいま

す。しかし、ここでしておかないと、あと 20 年は、工事

計画はありません。金沢 YMCA の理事会・評議員会

は行うことに賛成しました。 

計画では、来年の 4 月に行われる予定です。断水

などの日程の詳細については後日お知らせしますが、

４月一杯で、その間の水の使用などの可能性を考慮

しています。完全断水は、金沢 YMCA 事務所が入

居している 201 号室の場合、4 月 12 日(月)8:30〜
17:30、13 日(火)13:00〜１７：30 です。 

なお今年中に防火訓練が行われる予定です。 

（理事長 朝倉秀之） 
【YMCA ロゴについて】 

YMCAブランド 日本のYMCAは 1880年に東京

で始まり、多様な分野でパイオニアとしての働きを全

国各地で展開。金沢YMCAが属する日本YMCA同

盟は、2017 年、YMCA ブランドコンセプトを取り決め、

その旗印として新しいロゴ・スローガンを掲げている。 

YMCAヴィジョン ポジティブネットのある豊かな社

会を創る。ポジティブネットとは、互いの存在や個性

を認め合い、高め合うことのできる、善意や前向きな

気持ちによってつながるネットワークのことである。 

YMCAヴァリュー したいことがみつかり、誰かとつ

ながり、私もよくなる、かけがえのない場所。 

YMCA パーソナリティ 心をひらき、わかち合い、

前向きで、まわりをひきつける魅力を持つ。 

YMCA ブランドロゴ 鳥が

飛び立とうとする瞬間の姿を、

アルファベットの Y が想起さ

れる形に重ね合わせ、右上

の赤い逆三角形には、YMCA 正章に記された「全人」

の精神と、YMCA が約束するブランド価値「みつかる、

つながる、よくなる」の両方が込めら

れている。また、曲線と赤い色によっ

て、生命感と、希望ある豊かな社会を

実現して行こうという YMCA のポジテ

ィブな姿勢を示している。愛称“ポジ

ティブ Y”。                   YMCA 正章 

【金沢 YMCA の会員・会費・寄付】 
会員：本会の目的に賛同する人は誰でも入会資

格があります。入会申込書に必要事項を記し、

会費を納入すれば会員になれます。 

会費：維持会員は年会費 12,000 円、通常会員

は年会費 6,000 円、学生会員は年会費 2,000 円、 

少年会員(18 歳未満)は年会費 1,000 円。 

会費納入方法：下記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 

・銀行の指定口座に振り込む  

北國銀行 香林坊支店 104 普通預金 

口座番号：428491 
口座名義：一般財団法人金沢基督教青年会 

     理事長 朝倉秀之 

・現金で支払う 

寄付：会費と同様の方法でお寄せください。 

 

★編集後記★ 

 COVID-19 感染予防のため金沢 YMCA の活

動も制限せざるをえない状況ですが、そういうなか

にあってもニューズレターの発行は、なんとか継続

したいと思っております。ご多用中、執筆してくださ

った方々に感謝申し上げます。（H・T） 
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