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故・澁谷洋太郎君の足跡をたどる 
金沢 YMCA 評議員 数澤 輝夫 

 

澁谷洋太朗君(元・金沢 YMCA 常務理事)のご

逝去を悼み、心よりお悔やみ申し上げます。澁谷君

とは、金沢 YMCA・金沢ワイズメンズクラブの諸行

事、特に青少年の育成活動について、よく語り合い

ました。何事も目標達成に全力疾走してくださった

ことを思い、感謝にたえません。ご生前を忍び、澁

谷君の足跡をたどることにします。 

【略歴】 
・1936 年（昭和 11）8 月 12 日、富山県新湊市六度

寺町で誕生。 

・1956 年（昭和 31）4 月１日、日本キリスト改革派中

津川教会にて、水垣清牧師より受洗。 

・1960 年（昭和 35）12 月 18 日、節子さんと結婚。 

・1983 年（昭和 58）12 月 25 日、日本基督教団金

沢教会に転入会。 

・1990 年（平成 2）5 月 6 日、金沢教会長老として

按手を受け、就任。 

・2022 年（令和 4）2 月 15 日逝去（85 歳）、前夜祈

祷会：２月１７日（木）19 時から日本基督教団金沢

教会にて、葬儀：2月 18日（金）11時から日本基督

教団金沢教会にて。 

【金沢 YMCA における略歴と活動】 

・1991 年（平成 3）5 月 31 日理事就任。 

・1991 年（平成 3）～2014 年（平成 26）理事、常務

委員。 

・2003 年（平成 15）11 月 24 日、金沢市青少年健

全育成推進大会で功労者として表彰される。 

・2006 年（平成 18）6 月 17 日～18 日日本 YMCA
同盟第 116 回同盟委員会に出席。 

・2009 年（平成 21）6 月 21 日～22 日日本 YMCA
同盟第 119 回同盟委員会に出席。 

・2014 年（平成 26）3 月 31 日一般財団法人・金沢

基督青年会の認可、理事就任。 

・2016年(平成 28）～2018年(平成 30）常務理事。 

・2018 年（平成 30）11 月 24 日、日本 YMCA同盟

から 50 年継続会員賞を授与された。  

☆2004 年（平成 16）3 月 15 日開催の「第 1 回金

沢わいわい寄席～上方落語を楽しもう～」（金沢 

YMCA・金沢クラブ・金沢犀川クラブ共催）は、澁谷

洋太郎君の発案によるもので、2010 年 11 月 7 日

開催の「第 8 回金沢わいわい寄せ」まで続いた。 

☆ 2005 年

（平成 17）6
月 30 日、北

陸学院ヘッ

セル館で開

催された理

事会・常務

委員会に出

席。 

☆2005 年（平成 17）10 月 15 日、五郎島・粟崎や

すらぎの林で開催された「もみじっ子キャンプ」に参

加（写真左端：澁谷、右端：数澤）。 

 
☆2007 年（平成 19）10 月 21 日、金沢市青団連主

催のクリーンキャンペーンに参加。金沢 YMCA 周

辺を清掃（写真左から北、澁谷、三谷、伊藤）。 
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☆2003 年（平成 15）12 月 23 日、竪町商店街入口

(片町１丁目)で行われた第 30 回ユニセフ街頭募金

（金沢市青団連主催）に参加（写真後列右端：澁

谷）。 

 
☆2008 年（平成 20）10 月 31 日、「第 6 回金沢わ

いわい寄席」（会場：石川県立音楽堂B1F交流ホー

ル）の実行委員長を担当（写真前列左から 2 人目：

二代目森乃福郎、3 人目：笑福亭松五）。 

 
☆2014年（平成 26）4
月 29日、北陸学院三

小牛キャンパスの竹

林で開催の「たけのこ

掘り体験」にて（右掲

写真）。 

☆2015 年（平成 27）

11 月 29 日、金沢市

青少年団体連絡協議

会主催「ながまちふれ

あいフェスティバㇽ

2015」（会場：金沢市

中央公民館長町館）にて（下掲写真）。 

 

☆2016 年（平成 28）7 月 30日、金沢 YMCA創立

70 周年記念式典で司式を担当。 

 
【金沢ワイズメンズクラブにおける略歴と活動】 

・1990～1991 会長（ワイズの輪を広げよう） 

・1991～1992 会長（はつらつとしたワイズ） 

・1997～1998 会長（さあ！新しい歴史に向かおう） 

・2000～2001 中部部長標語（ワイズは自然体で新

世紀へ） 

・2005～2006 会長（ワイズは、あわてず、あせらず、

着実に） 

・2004年（平成 16）6月 12日～13日に開催された

第７回西日本区大会（会場：加賀市文化会館・加賀

市山代温泉ホテル百万石）の実行委員長。 

・2007～2011 西日本区 2000 推進チームのメンバ

ー。 

・2010～2011 第 14 回中部部長。  

☆『金沢クラブ 60年の歩み』（2007年 5月 26日発

行）には、澁谷君ご夫妻の写真に付して“私は風呂

が大好きです。私の風呂を人は烏の行水といいま

す。自分ではリハビリも考えてゆっくりと入っている

つもりですが、早いらしい。温泉へ行くと、5 回はお

湯に入ります。ワイズの先輩から「ワイズどっぷり風

呂論」を聞かされています。ワイズ行水では重みが

ないかな？どっぷりとはいかなくとも、少しは落ち着

いたワイズ風呂にと思っています。”とユーモアのあ

ふれる記事が掲載されている。 

☆2017 年（平成 29）9 月 17 日～18 日、金沢ニュ

ーグランドホテルでワイズメンズクラブ中部部会＆

金沢クラブ創立 70 周年記念例会が開催された。9
月 17 日、記念式典後の懇親会会場で撮影。 

 
左から平口哲夫（金沢犀川）、下村明子ﾞ（名古屋

ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ）、澁谷洋太郎（金沢）、石田由美子（宝塚） 
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2018 年度金沢 YMCA 活動についての報告 
金沢 YMCA 理事 平口 哲夫

 

【たけのこ掘り体験】 
2018 年 4 月 30 日（月・振休）1030～14：30、北

陸学院三小牛キャンパス内竹林で開催された。

No.19（2019 年 9 月号）に詳細が掲載されている。 
【春のクリーンキャンペーン】 
 今回の青団連主催クリーンキャンペーンには、事

情により5月20日（日）7：00～8：00と5月27日（日）

7：00～8：00の二度に分けて参加した。5月20日は

新桜坂緑地(W 坂)の清掃をし、5 名が参加、ゴミ袋

45L で 6 袋分のゴミ（枯葉など）を収集した。 

 
 5 月 27 日は、金沢 YMCA 周辺を清掃し、6 名が

参加した。 

 
【2018年度金沢 YMCA定期会員総会】 
日時：2018 年 5 月 26 日（土）16：00～18：30、場
所：梅光学童クラブ。 日本YMCA同盟主任主事の

横山由利亜氏（前列右から4人目）、冨山YMCA総

主事の松田誠一氏（右から 3 人目）、司法書士の中

井正博氏（右から 5 人目）を来賓として迎えて開催。 

 
【秋のクリーンキャンペーン】 
 “金沢マラソン”開始間近の 10月 21日（日）早朝、

金沢市町会連合会主催の一斉美化清掃に呼応して、

新桜坂緑地（W 坂）の清掃に 7 名が参加。ゴミ袋

90L 用 8 袋分と 45L 用 2 袋分の枯葉などを収集。 

 
【ながまちふれあいフェスティバㇽ2018】 

11月11日（日）10：00～15：00、青団連主催のフ

ェスティバㇽに呼応して、金沢 YMCA・金沢ワイズメ

ンズクラブ・金沢犀川ワイズメンズクラブが合同して

展示コーナーを設けた。 

 
【わいわい農園体験】 
  7～8 月の異常旱魃の際には潅水作業を続けざ

るを得なかったが、獣害は｢簡易フェンスの敷設

(2016 年度)｣と「電気柵の設置(2017 年度)」のおか

げで皆無だった。 
作付け作物は、食用では越前大野サトイモ、伝燈

寺サトイモ、源助大根、一本ネギ(ホワイトエース)、二
塚カラシナ､エダマメ、鑑賞用草花ではアフリカンマ

リーゴールド(万寿菊)、ジニア(百日草)､ヒマワリ、コス

モス、またハーブﾞ(香草)としてバジルがある。 
 年間作業の延べ人数 102 名、1 回当たりの実働時

間 1～3 時間、実働日数 71 日。 
 特別会計予算で実施された本事業は、老朽化した

散水機の更新で赤字の懸念もあったが、ｵｰﾅｰ制参

加費や協力金により回避できた。 

 
2018 年 7月 10 日、サトイモの敷きわら作業 
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2018 年 11月 27 日、サトイモの収穫・配分作業 

【スキー教室】 
 日時：2019 年 2 月 16 日（土）8：00～17：00、集
合：北陸学院大学国際交流センター、場所：白山一

里野温泉スキー場、参加者：小学生 11 名、大人 7
名（指導者、バスドライバーを含む）。 

 
＊金沢 YMCA のニューズレターは 2013～2018 年

度の期間、未発行のままとなっていたので、2020 年

4 月号（No.22）から、紙面に大きな空きが生じた場

合、ニューズレター未発行の年度に開催された行事

の中から少なくとも一つ選んで報告することにしまし

た。この企画は今回をもって満了です。 

≪インフォメーション≫ 
 

【名古屋 YMCA 創立 120 周年を祝して】 

金沢 YMCA 理事長 朝倉 秀之 
 名古屋 YMCA は 1902(明治 35)年に日本で 6 番

目の都市 YMCA として創立されました。2022 年 1
月 15 日に 120 周年を迎え、名古屋市内を中心に四

つの拠点を有し、キャンプ場を 2 カ所も持つ YMCA
です。子供たちのプログラムをはじめ、生涯学習のプ

ログラムも展開しています。今回、名古屋 YMCA は

大きな式典は行わず、内々のお祝いにするとのこと

でした。そこで金沢 YMCA として 1 月 13 日にお祝

いと祝電を贈りました。名古屋 YMCA の益々のご発

展をお祈り申し上げます。 
【“ポスト金沢犀川ワイズメンズクラブ”委員会】 

 金沢犀川ワイズメンズクラブは 2019 年 6 月末をもっ

て解散しましたが、創立 25周年記念誌CD版の発行

など、残務をこなすために標記の委員会を立ち上げ

ました。当初、2020年 6月末までに残務を終え、委員

会を解散する予定でしたが、記念誌編集に手間取り

未完成のため、2022 年 6 月末まで解散延期すること

にしました。なお、ウェブサイトのほうは、アーカイブと

して継続し、適宜更新しております。（平口 哲夫） 

【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”。  

 

【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

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★  

 2019 年度以来、COVID-19 の影響により主要行事

を開催できないまま、2021 年度も残すところ 1 ヶ月と

いう時点で、なんとか年 4 回の発行を達成。（平口） 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
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