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代官町〔新入〕
伊藤　真愛　　嶋﨑　英子　　成瀬　祥子
代官町〔継続〕
浅野　麻琴　　伊左治　真　　今里　隆博　　岩野　一郎
岡田　聖子　　桐山　　潤　　桐山　恵子　　五島　八郎
小林　純子　　坂本　清則　　坂本　康信　　坂本みよ子
下村　徹嗣　　鈴木　賢治　　鈴木　武二　　鈴木　侯子
済田　真美　　辻本　昌孝　　土屋　俶子　　筒井亜希子
西野　真希　　東田　美保　　深谷　　聡　　吉田　雅代
渡辺　聖子　　三ツ井　多美子　　小板橋ゆあみ
南山〔継続〕
浅井　洋子　　川本　佳子　　柴田　照子　　水田　恵子
吉田みどり
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「すべての人を一つにしてください。」 　
（ヨハネによる福音書　17 章 21 節）年間聖句

　はじめに、街頭募金にご参加いただいた方、募金をしてくださった方々本当にありがとうご
ざいます。街頭募金の際は、急な呼びかけにもかかわらず多くの方にご参加いただいたことに、
意識の高さ、フットワークの良さを感じました。みなさまの気持ちは本当に暖かく感謝してい
ます。
　私は、4月 3 日から 1週間仙台ＹＭＣAを通して、宮城野区災害ボランティアセンターと
いうところにいました。ボランティアセンターというところは、『困っている人のためにボラ
ンティアをしたい！』と思っている人が来ます。また、『困っているからボランティアの人に
来てほしい』と思っている人から電話や依頼がある場所です。その二つの気持ちを繋ぐことが
ボランティアセンターの役割です。毎日電話の依頼が 20 件ほど、ボランティアの人数は 200
人を超えるくらい集まります。ボランティアに来ている方々は、小学生から社会人まで、本当
にさまざまな方が力を貸してくれました。そんなボランティアの活動に向かう方たちに「いっ
てらっしゃい！」「おかえりなさい！」と笑顔で送り出し、迎えることも私たちの大きな役割
のひとつです。
　いま、被災された方たちは今までの生活をしている人が誰もいません。その中でも、困って
いる人のためにとボランティアとして力や時間を費やしてくれる方が本当に多いことに、心が
あたたくなりました。
　名古屋に帰ってきてから、いつもの場所にいつ
もの子どもの笑顔があることが本当に幸せなこと
だなと感じることができました。学校に行ったら
お友だちや先生に会えること、家にいたら家族と
の時間を過ごせること、そのあたりまえのことが
価値がある幸せなことだということを普段から感
じていきたいと思っています。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　（報告：遠藤恵美子）

「東日本大震災の被災地・被災者のために何が
できるだろうか。」「一人ではどうにも動けないけ
れど、仲間が集まって考えれば何かが見つかるか
もしれない。」そんな思いが名古屋YMCAインタ
ーアクトクラブのメンバーとOB・OGの間に広が
って、「YMCAボランティアネットワーク（仮称）」
の構想がスタートしました。
　去る 4月 16 日（土）、午後 5時から午後 7時 30
分にかけて行われた“立ち上げ会”には、インタ
ーアクトクラブの関係者に加え、かつて伊勢湾台
風、阪神大震災、東海豪雨などでボランティアを経験したワイズメンズクラブのメンバーなど、
総勢 32 名が集まって今回の東日本大震災の現地の状況を聞き、その後世代を超えて 5つのグ
ループに分かれて自分たちの思いを語り合いました。
今後このネットワークでは、ここで語られた内容をもとに今後の活動内容を検討し、具体

的な行動に移して行くことになっています。それぞれの参加者はもちろん、その友人・知人を
含めた人々を結び合わせ、情報を共有し、行動に移し
て行く ･･･ 一人ひとりを結んで“ネットワーク”を作
っていきます。会員の皆様、今後の彼らの活動を、関
心を持って見守ってあげてください。
＊	立ち上げ会の内容は名古屋YMCAのホームページに掲

載されています。また、中日新聞と東海テレビでも当日

の様子が報道されました。

2011 年名古屋YMCA

定期会員総会公示
本会会則第 7章 27 条より、2011 年度定期会員総会を招集
します。

日　時：2011 年 5 月 27 日（金）18：30 ～ 20：45
会　場：名古屋YMCA代官町会館 3階会議室

テーマ　「すべての人を一つにしてください。」

開会礼拝

　第 1部　永年継続会員感謝表彰
　　　　　ユースボランティア認証式
　第 2部　議事
　　　　　① 2010 年度　　事業報告および会計報告
　　　　　② 2011 年度　　事業方針および予算報告
　　　　　③常議員選挙結果報告
　　　　　④新常議員および改選常議員紹介
　第 3部　会員のつどい
　　　　　「ひとつになろう !!」　
　

街頭募金のお知らせ
  2011 年６月５日（日）
毎年行われております名

古屋ＹＭＣＡの街頭募金を、
今年は６月５日（日）に実施
いたします。３月１１日に起
こった東日本大震災で被災された人々の救援・復興のため
に街頭に立って募金活動をしたいと思います。今回の震災
募金に関しましては、これまでも窓口などで多くの方から
募金にご協力いただきました。今後も名古屋ＹＭＣＡでは
東日本大震災への支援を続けていきたいと思っています。
今回の街頭募金活動へも多くの方にご参加いただき、引き
続き支援をお願いしたいと思います。
　みなさまのご協力をお願いいたします。詳細は追ってご
連絡いたします。

震災支援　ユース世代も立ち上がった

東日本大震災ボランティア
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維持会員  　　2011 年 3 月 16 日〜 4 月 15 日

維持会員としてのお支えを心より感謝申し上げます。
ボランティア体験を語る吉永梓生さん

（インターアクト OG）

現地報告をする関口威人氏と柴田信也氏
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4 月 11 日より年間クラスが開始致しました。子どもの乳幼児総合教室・
体操教室・サッカー教室・ピアノ教室・野外活動・帰国生英語・キッズ英語、
成人の英語サロン・話し方教室・体育プログラムなど様々な教室があり、ま
だお受入の出来るクラスもあります。随時体験や見学も行っていますのでお
気軽にお問い合わせください。
　お問い合わせ　名古屋YMCA	 ℡ 052-932-3366
　　　　　　　　南山ファミリーYMCA	℡ 052-831-6968

YMCAでは毎月 1回、祈る時を持っています。
どなたでも、お越しください。

日時　6月 1日（水）午前７：00〜 7：45　　
場所　南山 YMCA

（通常と場所と時間が異なります）

■名古屋 YMCAボランティアセンター■

　今年度、代官町の新入スタッフになりました成瀬祥
さち こ
子で

す。大学時代は、アルティメットというフリスビーを使っ
て行うアメフトとバスケットボールを足したようなスポー
ツを４年間やっていました。このスポーツは「spirit	of	 the	
game というフェアプレー精神の上で成り立っているため
審判はいません。その中で私は、同じスポーツを行うすべ

ての仲間や彼らのプレーを尊敬し、彼らの意見を尊重することを学びまし
た。ウェルネスの分野で関わる子ども達にそのことを少しでも伝えていけ
たらいいなと思います。
　至らない点も多々あると思いますが一生懸命頑張りますのでよろしくお
願いします。

　私は、今年度から新しく南山幼稚園の先生方に仲間入り
させて頂いた、細野由美子です。
　一緒にいると顔がほころぶ子どもたち，普段は気づかな
いことや新しい発想を教えてくれる子どもたちと過ごせる
ことが、今はとても幸せです。まだまだ右も左も分からな
いことだらけですが、先生方、そして子ども達から色々な

ことを学びながら楽しく過ごしていきたいとおもいます。どうぞ、よろし
くお願いします。

　初めまして。伊藤真
まか な
愛と申します。南山ＹＭＣAで受付

を担当させて頂きます。
　今まで同じ名前の人に会ったことがないのが唯一の自慢
です。
　学生時代はバレーボールをやっていました。全体的にお
おらかな性格です。

　今はまだ分からないことばかりですが、皆さんに助けられながら精一杯
がんばりますので、よろしくお願いいたします。

新年度を迎えるにあたり、スタッフは様々なミーティングや研修、トレーニングを行います。4月 8日には、
スタッフを対象に名古屋市応急手当研修センターより講師の方 2名をお呼びして、救命講習を行いました。
　講習では心肺蘇生法およびAEDの使用法を学びました。YMCAでは、3年前より代官町・南山の両拠点に
AEDを設置し、また講習も定期的に行っています。今回の講習では、心肺蘇生法の基本的な技術・知識はも
ちろんですが、様々な場面設定をしてトレーニングが進められました。
　講習を通して、正しい知識を得ることはできましたが、緊急時には、「正しい判断」「冷静に行動すること」
が求められるのだと思います。
　私たちはプログラムを行う前に、下見や安全管理について複数で話し合
いをして子どもたちに安心して活動できるようにしていますが、今回学ん
だことを忘れず、いざという時に備えたいと思います。普段の生活だけで
なく、子どもたちの命を預かる私たちにとってはとても大切な講習の時間と
なりました。

　スマイルキッズやファミリーは、ＹＭＣＡの仲
間と一緒に電車やバス、船に乗ってお出かけしま
す。様々な体験ができるプログラムです。今年も
ご家族一緒に参加できる、ファミリープログラム
も行ないます。
　ご家族で一緒に参加していだたき、集まったみ
なさんとバーベキューをしたり、地引網をしたり
と楽しみます。
　スマイルプログラムは、キッズ・ファミリーど
なたでもご参加いただけます。
ぜひお友達を誘って、ご参加く
ださい。			　　　　　

救急法スタッフトレーニング－普通救命講習

スマイルキッズ・ファミリー

新人スタッフあいさつ

年間クラス開始

ワイズコーナー　5月例会の予定

名古屋YMCA早天祈祷会　　6月の予定

名古屋 Date   5 月 10 日（火）18：30 Place  名古屋 YMCA

　　　卓話「聖地イスラエル」長井 潤氏・成瀬晃三氏・西村 清氏（名古屋ワイズ）

名古屋東海 Date   5 月 12 日（木）18：45 Place  ラ・スース ANN

　　　卓話「日本の復興に向けた政治の役割」安井美沙子氏（参議院議員）

名古屋南山 Date   5 月 12 日（木）19：00 Place  南山 YMCA

　　　卓話「茶道」　坂倉　洋氏（名古屋グランパス）

名古屋プラザ Date   5 月 12 日（木）18：45 Place  名古屋 YMCA

　　　卓話「震災ボランティア報告」遠藤恵美子（YMCA スタッフ）

名古屋グランパス Date   5 月 3 日（火）〜 4 日（水） Place  岐阜県高山市

　　　日和田高原キャンプ場ワーク

CARING
HONESTY
RESPONSIBILITY
RESPECT

「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 052-932-3366
南山ファミリーＹＭＣＡ 052-831-6968
南山幼稚園 052-831-8271
http://www.ngoymca.com/

お問い合わせ名古屋 YMCA使命


