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コロナ禍と YMCA 活動～みつけて、つないで～ 
 

社会福祉法人富山 YMCA 福祉会理事長 
島田  茂 

一般社団法人環境市民プラットフォームとやま理事長、社会福祉法人賛育会理事・特別顧問 

 公益財団法人日本 YWCA 評議員、富山シティ FM・SDGs カフェ～七色十色ナビゲーター 

 

 金沢 YMCA の皆様、お久しぶりです。私は、社会福祉法人賛育会の顧問の

仕事で、昨年 3 月までは東京と富山を毎月 3 回以上往復していたのですが、新

型コロナウイルスの影響で4月からは富山で在宅勤務をしています。賛育会は、

東京大学 YMCA のメンバーが無料診療を始めたのがきっかけとなり、1918 年

に創立しました。1918 年は、第一次世界大戦後にスペイン風邪（インフルエン

ザ）が世界中に広まった時代でもあります。世界人口の約 3 割 5 億人が感染し、

約 5 千万人以上が死亡したとされています。日本でも 45 万人が亡くなったそう

です。新型コロナは、未曽有のパンデミックと言われますが、たった 100 年前に

私たちは、新型コロナ以上のパンデミックを体験しているのです。 

 私たち人類は、経済的な発展を追求し、今日深刻な地球温暖化の危機に直

面しています。新型コロナ禍の中、人と交わる機会が少なくなってはいますが、

神様が私たちに問いかけている意味を考えたいと思います。 

 YMCAは、コロナ禍を経験し、今どのような活動をしているのでしょうか？ 富山YMCAは、昨年4月～5
月活動を休止する期間もありましたが、感染症対策を徹底しつつ、フリースクール、語学、ウエルネスなど

の活動を継続しています。宿泊を伴うキャンプは減少しましたが、自然の中で活動するプログラムは人気が

あり、多くの子どもたちが参加しています。小学校が休校の期間もフリースクールによるオンライン小学校の

開催やユースリーダーたちによる YouTube を使った子どもたちを励ます活動など新たな取り組みも行われ

ています。 

 全国の YMCA の取り組みも、これまで以上に Web 会議システム Zoom や YouTube などを通して、日本

中・世界中の若者が繋がりやすくなり、難民や地球温暖化問題に取り組むなど、他団体や企業とも繋がりな

がら課題解決型の活動が発信されています。日本 YMCA 同盟のメーリングリスト「ポジティブネット通信」に

は、田口努同盟総主事の示唆に富んだ考察と活動の情報が発信されています。2 月 23 日には、Zoom や

YouTube でどこからでも無料参加できる第 21 回日本YMCA 大会が開催されます。画期的な取り組みとし

ては、大会に向けて 2 月 5 日からユースによる YouTube 動画配信がされていることです。私たち YMCA
を担ってきた人たちは、YMCA ユースの取り組みを支える活動を強めたいと思います。 

 昨年 9 月号の東京 YMCA ニュースで東京ボランティア・市民活動センター所長の山崎美貴子さんが東

京 YMCA 創立 140 周年/キャンプ 100 年記念インタビューに寄せて、「YMCA は今、『みつかる。つなが

る。よくなっていく』というスローガンを掲げていますね。どうか本気で『みつけて、つないで』いって欲しいと

思います。ご飯も食べられない一人ぼっちの子どもたちは、『みつかる』のではありません。待っていては何

も始まらない。孤立して困っている人はどこにいるのか。何を見つけなければならないか。議論して、調査し

て、『みつけて、つないで』ほしい。待ったなしの状況です。」と話されました。 

 この問いに YMCA を担う私たちは、どのように応えられるのでしょうか。他団体とも協働し、できることから、

困難にある子どもたちを支える活動を実現したいと願います。 

 



YMCA NEWS 金沢青年 No.25 (2021 年 1 月号) 

 

あなたも腹話術をはじめてみませんか 
金沢 YMCA 理事 田口 昭典

私が腹話術と出会って、もう 40 年になる。妻の親

友の一人がある日、「田口さん、将来牧師になるなら、

腹話術をマスターしたらいいですよ。こどもからお年

寄りまで、どんなところにも出かけて行って喜ばれま

すよ」と勧められたのが腹話術を始めるきっかけであ

った。30 歳。牧師になるためサラリーマンを辞め、大

学に入り直した時でした。 
当時、春風イチロー師匠は、寄席芸人と牧師の働

きをされ、全国に笑いのボランティアを養成するため、

積極的に初心者講習会を展開していました。私は当

時、福岡市に住んでいましたが、熊本にイチロー師

匠が来ると知り、さっそく初心者講習の申し込みをし、

熊本まで車を飛ばしました。 
 「あー！」「アー！」「あえいえうおあ」、「アエイエウ

オア」と奇声をあげての発声練習から始まりました。そ

の時の会場は、水前寺公園近くの熊本パプテスト教

会で、そこには、メアリー・ジョー・ランドルと言う女性

宣教師がおり、ご自身もジョシュア君という人形と共に

参加して師匠のアシスタントをされました。 
後に分かるのですが、この宣教師が金沢で宣教師

として働き、その後、暖かい熊本に移動していたので

した。この 20 年後に私が金沢バプテスト教会の牧師

になろうとは誰にも想像できませんでした。いま思うと、

神の導きの中にあったと思わざるを得ません。 
我が師「春風イチロー師匠」は落語家の春風亭柳

橋に弟子入りし、修行中に、当時ハリウッドの大スタ

ーであった腹話術師エドガー・バーゲンと人形チャー

リー・マッカーシーの映画「人形の恋」に出会いました。

毎日毎日、浅草の映画館に通って独学で腹話術を

マスターしたというのですから驚きです。「お前は落

語ではなく、腹話術で立て」と、春風亭柳橋師匠に言

われ、春風亭から「春風（はるかぜ）」の芸名を受け、

以後「腹話術 春風イチロー」の名で寄せ芸人として

講座に立ちました。 
人生は出会いで決まる、と言われますが、その後、

賀川豊彦先生の特別伝道集会でクリスチャンになる

決心をします。それが土曜日の夜のこと。翌日の日

曜日、洗礼を受け、月曜日には牧師になるため神学

校に入学したというのですから驚きも驚きです。賀川

豊彦先生の説教、渡辺善太先生の推薦という日本の

キリスト教界を代表する先生たちに祈られ、春風イチ

ローこと野田市朗青年は寄せ芸人から伝道者への道

を歩き始めたのです。 
イチロー師匠はいつも「イエス・キリストは私を罪か

ら救い、腹話術は私の人生を変えました」と言います。

機関紙にも、著書にも必ずこの言葉が記されていま

す。私もこの言葉が真実であることを、身をもって経

験してきました。 
ロゴスの腹話術は健全な笑いをひとびとに届け、

喜びを伝え、生きる勇気を持っていただけるようお仕

えします。笑いは人間の体と心の健康のために不可

欠な要素なのです。 

 
昔から「笑う門に福来る」と言われますが、現代の

遺伝子工学は笑う時、人間のからだの細胞が活性化

し、免疫力が上がることが証明されています。筑波大

学の村上和雄教授はプラス DNA のスイッチが入ると

いう面白い表現をしています。腹話術をすれば健康

になります。腹話術を見て、聞いて大笑いすれば健

康になります。あなたも腹話術を始めてみませんか。 
全国では警察官、消防士、交通指導員、保健師、

幼稚園・保育園教師、歯科衛生士、他沢山の人々が

仕事やボランティアに腹話術を用いています。 
左掲の写真は、私の

相棒のケンちゃんを撮

ったものです。ロゴス腹

話術研究会のメンバー

であった岐阜のお坊さ

んが牧師になる私のた

めに制作してくださいま

した。紙粘土でできて

います。 
YMCA では初心者講座を開催して笑いのボラン

ティアの養成をしたいと考えています。興味関心のあ

る方はお問い合わせください。 
 

記 

１． 開催日時 / 第一金曜日、19：00～21：00。 
２． 会場 / 長土塀青少年活動センター(予定) 
３． 会費 / 登録費 6,000 円(テキスト代、通信費、

教材費等)毎月の会費 2,000 円。 
４． 定員 / 10 名(最小催行人数 5 名) 
５． 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) 
６． 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 

７．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） 
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秋のクリーンキャンペーンに参加して 
金沢 YMCA 理事・金沢市青団連理事 幸正 一誠 

W（ダブル)坂という素敵な通称に惹かれ、新桜坂緑

地（正称）に初めて訪れた際、偶然にも金沢犀川ワイ

ズメンズクラブの北ワイズ夫妻と出会った。その北ワイ

ズが中心となって同クラブの地域奉仕事業として行わ

れていた W 坂周辺の清掃活動を、同クラブの解散後、

金沢 YMCA が金沢市青少年団体協議会（略称：青

団連）主催「クリーンキャンペーン」に参加という形で

実施してきた奉仕活動の一環として継承することにな

った。 

2020年 11月 18日（日）金沢市美化一掃デ－に

合わせて、ダブル坂周辺の清掃を行なった。寺町

台地より眼下に犀川の緩やかな流れを眺め、遠方

には緑豊かな市街地を眺めながらの気持ちの良い

奉仕活動の一時であった。W 坂を行き交う人達より

「おはようございます」 「ご苦労様です」と声を掛け

られ清々しい気持にもなった。 

当日は、金沢 YMCA より 5 名が参加し、地域の

方々10 数名にも参加いただいた。作業終了後、金

沢 YMCA を代表して山内ミハル常務理事が謝辞

を述べた。翌日には吉永小百合さん主演の映画ロ

ケが W 坂周辺で行われたとのことを知り、気持の良

い撮影が行われたにちがいないと思った。 

 
（数澤輝夫ワイズ撮影） 

 
2015 年度金沢 YMCA 活動についての報告 

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発行されなかった

2015 年度の青少年活動は、2016 年 5月 27 日開催

の 2016 年度定期会員総会で配布された資料によれ

ば、以下のごとく行われました。 

 たけのこ掘り体験：2015 年 4 月 29 日(水)10:00～
15:00、北陸学院大学内竹林、29 名参加。 

 わいわい農園体験：2015 年 5 月～2016 年 3 月、

北陸学院大学内、参加者 15 名。 

 ユニセフ街頭募金：2015 年 12 月 23 日(水)、片町

商店街入口。 

 スキー教室：2016 年 2 月 27 日(土)8:00～16:00、
白山一里野スキー場、参加者 12 名。 

 募金：2015 年 9 月 8 日にネパール支援金として 3
万 3,500 円、2016 年 1 月 6 日に地域国際募金とし

て 2 万 2,246 円を日本 YMCA 同盟に送金。 

 当時、金沢犀川ワイズメンズクラブは、「たけのこ掘

り体験」に「4 月竹の子特別例会」を兼ねて参加、そ

の参加記が同クラブのブリテン2015年5月号に掲載

されているので、それを以下に転載します。なお、原

文では参加人数は 28 名と記され、定期会員総会資

料との食い違いがあります。写真については、一つ

追加しておきます。また、「わいわい農園体験」につ

いても同クラブのブリテン2015年6月号に掲載されて

いるのを一部転載します（写真は入れ替え）。 

 

◆ 4 月竹の子特別例会参加記 ◆ 

北 肇夫 

金沢 YMCA 主催“たけのこ掘り体験”(兼・金沢犀

川クラブ 4 月例会)は、4 月 29 日(水・祝）に北陸学

院・三小牛キャンパスで開催。タケノコ掘りには最適

の日和となり、キャンパスの八重サクラは満開で皆さ

んを歓迎しているようであった。参加者数は関係者の

ご尽力で昨年並みの計 28 名、子ども達の参加も多く、

賑やかな催しとなった。今年はタケノコの裏年に当た

るが、お土産のタケノコも充分掘りあげることができ、

ホッした。 

事前に準備

したタケノコご

飯やタケノコ･

ゼンマイ・フキ

の煮物、タケノ

コの天ぷら、漬

物、果物、会場

で作った味噌汁に舌鼓を打った。食事の準備から片

付けまで金沢 YMCA の朝倉理事長ご夫妻、事務局

の齋藤さん、金沢犀川ク

ラブの澤瀬メネットさんの

お働きが大きかった。 

食事と歓談のあと、お

土産のタケノコを携えて

無事解散となった。この

事業実施に当たり多くの

方々からご支援いただい

たことに感謝申しあげる。 
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◆ 金沢 YMCA“わいわい農園体験” ◆ 

～これまでの計画策定から実施まで～ 

北 肇夫 

2013 年 5月 30 日に開催された金沢 YMCA定期

会員総会席上で、「金沢 YMCAわいわい農園計画」

が承認されてから 3 年目を迎えた。 

この事業は、金沢 YMCA 会員と金沢･金沢犀川ワ

イズメンズクラブﾞとの親睦を図ることを目的とし、委員

会制で運営されている。参加資格は、趣旨に賛同し、

年間の参加費を納入することにより得られる。今期の

賛同者は、現時点で金沢 YMCA3 名、金沢クラブﾞ 9
名、金沢犀川クラブ 5 名、総勢 1７名。朝倉理事長が

チーフ、斎藤しのぶさんが会計を担当、金沢犀川クラ

ブのメンバーが主な実働部隊として活動している。 

今年度は、これまでの反省を踏まえ、早目の計画立

案と適期の植付け作業をし、8～10 月頃の収穫作業

の後に冬野菜を栽培、年度内の収穫を行う。また、有

機農法による少農薬という方針のもと、夏秋の野菜類

(サツマイモ、サトイモ、枝豆など)と冬野菜類(石川源

助ﾀダイコン、中カブ､ニンジン)の栽培を中心としてい

る。 

 
（2015 年 5 月 15 日撮影） 

北陸学院･三小牛キャンパスでの「わいわい農園」

の設置箇所は、小学校体育館の隣接地で、今春に

「たけのこ掘り体験」を実施した箇所付近に位置して

いる。その農園には、小学校の各クラブの畝や大学

のサークルの畝が割振られている。金沢YMCAに割

振られた畝は、前年度は 7 畝だったが、今年度は 8
畝となり、畝幅 1.2ｍ、長さ約 8.5ｍの割り当てとなっ

ている。 

（後略） 

 

インフォメーション  
【金沢 YMCA 理事会】 

 2020 年度第 4 回金沢 YMCA 理事会が下記のごと

く開催された。 

日時 / 2020 年 12 月 15 日(火)19:30～21:00 
場所 / 金沢市長土塀青少年交流センター 3 階 
参加者 / 理事：朝倉秀之、山内ミハル、 

幸正一誠、田口昭典、平口哲夫 
      評議員：井川英二（オブザーバー） 
議題１ 2021 年度行事計画の確定について 

① たけのこ掘り体験：実施に向けて準備。 
② わいわい農園体験：実施するかどうか検討。 
③ ソトゴハン～ひとり親家庭の絆プロジェクト～：

実施に向けて準備。 
④ 広報：ニュースレターの年 4 回発行、HP の更

新、リーフレットのヴァージョンアップ。 
⑤ 英会話レッスン：当面の検討課題とする。 
⑥ ユースリーダー育成：各委員会行事と横断的

に関連させて実施。 
⑦ 腹話術講習会：実施に向けて案内開始。 
⑧ 青団連(金沢市青少年団体連絡協議会)行事：

クリーンキャンペーン、長土塀「絆」フェスティ

バㇽ、ユニセフ街頭募金に参加予定。 
議題２ 金沢 YMCA 将来構想の検討（継続課題） 

           

【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★ 

富山 YMCA の島田茂氏からは、時宜を得た巻頭

言をお寄せいただきました。「コロナ禍と言われてぼ

やくお日様も」などとヘボ川柳を詠むほど、「コロナ」と

言えば新型コロナウイルス COVID-19 を意味するよ

うになってしまった昨今です。一日も早く予防・治療

方法が確立され、行き渡りますように。（H・T） 
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