
Mission・Action・Plan

　名古屋ＹＭＣＡはMission（使命）を具現化するために総合計画を
立て、その働きと方向を明確にしています。2020 年度は中期総合計
画ＭＡＰ 2020 の最終年度となりますので、今までの歩みを振り返り
評価するとともに、次期計画を策定する必要があります。中期計画
ＭＡＰ 2020 で大切に描かれたことは、ＹＭＣＡが「子ども」「家族」
の「居場所」としての役割を担うことでした。具体的には、保育園を
新たに開設し、歴史と伝統のある幼稚園を安全・安心な場所として再
生することでした。また、現代社会に生きる子どもたちは、多くの課
題に直面しています。自然環境の変化や広がる格差社会など子どもた
ちの責任でない事象により一番困難な目にあうのは、社会的弱者であ
る子どもたち自身です。子どもたちを守るために、先人から与えられ
た自然豊かなキャンプ場を再整備し、「すべての子どもたちに自然体
験を」をねらいとしてキャンプ活動を充実させました。特に夏休みの
子どもの居場所として、参加費を所得に応じて減免する「学童キャン
プ」は社会の課題に対するＹＭＣＡの働きそのものです。社会から必
要とされることを継続的に実施するためには資金とマンパワーが不可
欠です。「学童キャンプ」を継続実施するために多くの方の賛同をい
ただき、ボランティアの力を結集できたことも、ＹＭＣＡの働きの大
きな転換点となりました。障がいのある子どもたちの居場所作り、グ

ローバル化が進む社会の中にあって特にアジアの青年の夢を叶える日
本語学校への取り組み等、多様化・複雑化する社会構造に即した基盤
造りは計画通り進められたのではないでしょうか。
　2022 年、名古屋ＹＭＣＡは創立 120 周年を迎えます。ＩＴの技術
が加速度的に進歩し、ＡＩの時代に突入した今、私たちは次の世代に
何を伝え、何を残すのでしょうか。中国のことわざに「1年先を考え
るなら種を撒き、10 年先を考えるなら木を植え、100 年先を考える
なら人を育てよ。」という言葉があります。先日天に召された野村監
督も「金を残すは三流、名を残すは二流、人を残すは一流」と言われ
ています。どんなに時
代が変化しても、ＹＭ
ＣＡの働きは人と関わ
り、育ち育てられるこ
とに間違いはありませ
ん。今私たちは、「ポ
ジティブネットのある
豊かな社会」を目指し
て進んでいくことを宣
言いたしました。その
ためには、したい何か
がみつかり、誰かとつ
ながる。私がよくなる、
かけがえのない場所と
して、多くの方々の叡
智を結集し、歩みを強
めてまいります。
（総主事　中村　隆）

MAP2020 の集大成
～名古屋ＹＭＣＡ創立 120 周年にむけて～

【 MAP2020 】
１．�ＹＭＣＡ全事業のブランディングとミッションを明確にします。
２．「子ども」「家族」の居場所の創生にチャレンジします。
３．青少年のこころと身体を育む活動を大切に継続します。
４．グローバルな視点を持つ青少年を育みます。
５．�高齢者が安心して暮らせる社会の実現のための取り組みを始めます。
６．ボランティアの人々と共に社会の課題に向き合います。
７．スタッフ研修の充実と強化を行います。

2014-2019 活動の歩み（特記）

2014 年	 ＹＭＣＡかみさわ保育園開園
	 南山幼稚園第 1期大規模改修工事
	 	刈谷（ウォータパレスＫＣ内）にて

地域活動開始
2015 年	 名古屋ＹＭＣＡ本館、池下に移転
	 こひつじ保育室開園
	 南山幼稚園第２期大規模改修工事
2016 年	 本館にて学童保育Ｆｕｎ開始
	 	相対的貧困児童対策として
	 学童キャンプ開始
2017 年	 	日本語学校開設準備
	 （西区花の木に校舎購入）
	 	みつかる・つながる・よくなっていく/

新しいブランドコンセプト・ロゴ誕生
2018 年	 名古屋ＹＭＣＡ日本語学院開校
	 	発達サポートＹＭＣＡつるさと開始
	 （放課後等ディサービス事業）
2019 年	 夏期ロサンゼルスキャンプ再開

「名古屋ＹＭＣＡは、キリスト教精神に基づき、すべ
ての人びとに、生涯にわたる学習の場と、社会参加の
機会を提供し、相互の交わりと連帯を通して、共に生
きる世界の実現を目指します。」

名古屋ＹＭＣＡ� 052-757-3331
ＹＭＣＡこひつじ保育室� 052-757-5530
南山ファミリーＹＭＣＡ� 052-831-6968
南山幼稚園� 052-831-8271
神沢ファミリーＹＭＣＡ� 052-879-6300
ＹＭＣＡかみさわ保育園� 052-879-6222
名古屋ＹＭＣＡ日本語学院� 052-531-0077
発達サポートＹＭＣＡつるさと�052-823-2021

お問い合わせ���http://www.ngoymca.com/名古屋ＹＭＣＡ使命
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年間聖句
「平和を勧める人の心には喜びがある。」

（箴言 12 章 20 節）
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第９回チャリティーウォーク　告知
　今年もチャリティーウォークを開催いたします。今年は『歩いてみよう！
城下の碁盤割の町』をテーマに、碁盤割地区 ( 丸の内、錦周辺 ) をウォー
キングします。自分のペースで、名古屋の都心に残る歴史・魅力スポット
をゆっくり歩いてみましょう。参加費はすべて、全国のＹＭＣＡが行う、
大震災 ･大規模災害復興支援活動に寄付します。詳細につきましては、名
古屋ＹＭＣＡのホームページの新着情報をご覧ください。

時　間：午前 9 時 30 分～ 12 時
参加費 : 1,000 円 / 個人・1 家族
申込み : 当日、集合場所にて申込み
 問合先 : 名古屋ＹＭＣＡボランティアセンター

クリスマス献金ありがとうございました
　この度は、クリスマス献金にご協力いただき誠にありがとうございます。
皆様からご寄付いただいた 2019 年度のクリスマス献金は、貧困に苦しむ
子どもたちの支援を目的とした「学童キャンプ」、「地域奉仕（クリスマス
キャロル・クリスマスカードコンテスト）」、そして日本 YMCA 同盟を通し
「国際協力の活動や青少年育成」のために活用させていただきます。献金
の総額は下記の通りでございます。感謝と共にご報告いたします。
　また、この度賜りましたクリスマス献金につきましては、寄付金の税額
控除対象になりますので、確定申告の際に寄付金領収書の発行をご希望の
方は、名古屋 YMCA ボランティアセンター（052-757-3331）までお問合せ
いただきますようよろしくお願いいたします。

2019 年度クリスマス献金の総額
540,183 円（2020 年 2 月現在）

名古屋ＹＭＣＡ早天祈祷会
実行委員会事務局　坂 本 清 則　

　早朝 7時 45 分、参加者の歌う讃美歌で会が始まります。「名古屋ＹＭ
ＣＡ早天祈祷会」は、残っている記録によると 1983 年から始まり今年で
37 年目を迎えます。当初はクリスチャンの理事・常議員・職員有志が持
ち回りで奨励（短い説教）をし、その後一人ずつ順番に祈る会でした。途
中 7年間の中断があったものの、上前津から代官町そして現在の池下と、
場所と形式は変わっても継続して開催されています。
　今はあまり意識されなくなったかもしれませんが、そもそもＹＭＣＡは
176 年前のイギリスで、産業革命の進展の中、劣悪な労働環境と荒んだ生
活環境にいる青年たちの生活と霊的な改善のために祈ることから始まった
キリスト教運動でした。ＹＭＣＡがＹＭＣＡであることの条件は “キリス
ト教の価値観に基づいて様々な活動を行なう団体である” という点にあり
ます。
　「早天祈祷会」はＹＭＣＡにおける “地の塩”（マタイ 5：1）であり、
原点を忘れないための活動です。これからもＹＭＣＡが神様の御旨に適う
働きを続けていくために、一人でも多くの方がこの “地の塩” の役割を継
承してくださることを願っています。

時間：午前 7 時 45 分～ 8 時 30 分＊ 1 月と 8 月は休会です

場所：名古屋ＹＭＣＡ 5 階チャペル

＊	参加されたい方は職員にお声掛けください。当日の飛び込みでも大丈夫です。

3月 3日（火）
朝 7:45 〜 8:30　
名古屋ＹＭＣＡ
5階チャペル

【次回】
4月 7日（火）

維持会員（継続）� 2019 年 12 月 1 日〜 2020 年 1 月 30 日
�　阿部　幸男　　阿部珂久子　　中村　　隆　　川本　龍資　　都築　正和
　鈴木　良洋　　柴田洋治郎　　三口　大登　　三口あゆみ　　真鍋　孔透
　高橋　典子　　寺田　仁計　　寺田　純子　　尾関　　明　　尾関　静枝
　小谷　治郎　　小谷　充子　　鈴木　誉三　　松浦　　剛	
ご寄付（台風 15号・19号被災地支援募金）
　後藤田典子　　川本　龍資　　柴田洋治郎　　義井　裕子　浅野真紀子　
　橋爪　良和　　

ワイズコーナー 3 月例会の予定維持会員感謝・ご寄付感謝 早天祈祷会

名古屋 3月10日（火）
19:00〜 卓話予定 名古屋ＹＭＣＡ

名古屋東海 3月12日（木）
18:45〜

卓話「わたしの履歴書」
講師：	原田和哉氏
　　　　（経営コンサルタント）

ラ・スース
ANN

名古屋南山 3月12日（木）
19:00〜 南山クラブ次期にむけて 南山ＹＭＣＡ

名古屋
グランパス

3月6日（金）
19:00〜

卓話	「50 年前の就活−ニューギ
ニア新政府へのアタック−

講師：原　晃氏
名古屋ＹＭＣＡ
日本語学院

日本語学校だより �
～人生の選択～

　まもなく卒業式の季節ですが、日本語学校から巣立っていく上級クラス
の学生に「人生の選択」という題で作文を書いてもらいました。その中から、
印象に残った部分を以下に記します。なお、修正はほとんどしていません。
「人生の選択は小さくても、大きくても大切な事だと思うから、いつも真
剣に考えて、選ばなければならない。たとえ自らの選択が最悪の結果になっ
ても、人のせいにせず、自分自身に責任がある」「何回も先生や家族や友
人などに相談しているが、結局自分のことだから、自分がしっかり考えて
選択しないといけないと思っている」「今まで人生の岐路の選択を振り返っ
て『後悔しているか』と自分に質問した。私は日本に来てよかったと思っ
ている。これからも自分の選んだ道を進んでいき、一歩ずつ自分の将来を
作って、夢を叶える」「私は、（大学で）興味を持つ分野を勉強するか、安
心できる道を選ぶか、どちらか決めるのに悩んでいた。結局、私は安心で
きる道を選んだ。何度も考えてみて、やはり趣味と仕事は違うものだと思っ
たからだ」「人生はどんな選択をしても、回り道の選択をしても結果は誰

にもわからないからこそ、もっと面
白くなって豊かになるのではないだ
ろうか」「これからも私の人生には
様々な人生の岐路が予告なしで近づ
いて来るはずだが、その時期が実際
に訪れても私は自分の人生に後悔を
残さない選択がしたい」
　作文を読んで、自分の人生を切り
開いていこうとする強い意志が感じ
られました。	 （惟任　将彦）

朗読・話し方教室
〈朗読発表会及び 9月後期生徒募集〉

　朗読で声のシャワーをたくさん浴びてみませんか。声とことばには人を
元気にさせてくれる力がひそんでいます。

時　間：午後１時開場
場　所：上社文化小劇場

　発表会を開催します。ＹＭＣＡメンバーとゆずりは朗読会（元日野原重
明新老人の会）のメンバー合同です。なお、9月からはじめの一歩で朗読
にトライしてみませんか。ＹＭＣＡ保育園でお話会のボランティアにも参
加できます。詳しくは事務所までお問合せ下さい。	（指導者　近藤よし惠）
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