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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

　私が YMCA に入会したのは 1950 年、高校 1 年生の時であった。当時、YMCA の少年部には
多くの高校生が集まっていて、グループ・クラブを作り活発に活動していて、私もグループ活動
に熱中した。
　大学生になると少年部リーダーとなり、夏になるとキャンプリーダーとしても活動した。また、
全国の少年部リーダーの交流も始まり、参加した。
　社会人となってからは青年成人部に属した。その頃は 20 代の青年会員が多く集まっていて、
活動は活気に満ちていて、そうした中で、仲間と話し合い中心のグループを作り、大いに議論し
合った。
　さて、私が入会した 1950 年には、全国では「日本 YMCA5 カ年前進運動」が始まり、その中
で 1955 年には、青年会員の自主運営による「日本 YMCA レイリーダー協議会」（レイ協）が発
足したと後に知った。そして名古屋でも 1957 年に「レイリーダーグループ」（LG）が生まれて
私も加わった。
　レイ協の全国大会にも参加するようになり、各地の青年会員らと熱い議論を交わし、交流を深
めた。議論のキーワードは「連帯」と「協力」であった。YMCA を学ぶ貴重な会でもあったし、
また、全国に多くの知己を得ることもできた。
　1967 年、名古屋東海ワイズメンズクラブがチャーターされ、縁があって参加した。ワイズメ
ンズクラブは YMCA を支援し、また、YMCA の諸活動を通して地域社会に貢献する奉仕クラ
ブである。国際や区、部の大会もあって交流も盛んで、これからも活動に加わり続けたいと思っ
ている。
　これまでの 60 年間を感謝する。YMCA は、そこに関わる人が心に思い（ハート）を持ってお
互いに協力、連帯し、プログラムを通して目的を求めていく運動体（ムーブメント）であると思
うし、これからもそうあり続けてほしいと願っている。

　戦後間もない 1949 年には第一期復興
会館が上前津の地に完成し、1950 年（昭
和 25 年）には、名古屋ＹＭＣＡ第二期
会館復興計画がスタートしました。この
復興計画の中心は体育館の建設であり、
体育館の完成とともに名古屋ＹＭＣＡの
体育事業に新たな一頁が加わりました。

（名古屋ＹＭＣＡ 100 年史より）
　また、日本ＹＭＣＡでは 5 ｶ年前進運動が開始され、その一環としてのレイリーダー養成講習
会が開催されるようになりました。「レイ」とは、元々は「教会の牧師に仕える平信徒」の意味
があり、この養成会では、ＹＭＣＡの歴史、目的、組織、グループワーク、キャンプの原理など
が学ばれました。レイリーダーは、1950 年から 5 か年のうちに 1547 名が養成され、スタート年
である 1950 年には 124 名のレイリーダーが養成されました。
　また、名古屋ＹＭＣＡにも、北米中心に協力主事が来名し、レイリーダー研修会が発足した年
でもありました。

　2011YMCA の夏プログラムパンフレットが出来上がりま
した！
　体操教室、デイケアプログラム、キャンプと今年も楽しい
プログラムをたくさん企画しました。YMCA で暑い夏を元
気にすごそう！
　お友だちもお誘いあわせの上、是非ご参加ください。

　会員WEB申し込み 6 月 15 日（水）10：00
　会員電話申し込み　※会員の兄弟姉妹の申し込みができます。

 6 月 21 日（火）10：00
　友の会一般電話申し込み 6 月 23 日（木）10：00

　記録では 1983 年に公式に第 1 回が始まり、以後途中数年間の中断はありましたが、この 7
月で第 200 回を迎えます。久しぶりのご参加、初めての方、この節目の会にぜひお越しください。

日時　7月 1日（金）午前７：45〜 8：30　　場所　名古屋 YMCA
奨励　西村　清　氏（本会名誉理事）

■名古屋 YMCAボランティアセンター■

2011 年度会員総会　　永年会員表彰者

《10年感謝》 舩戸　菜穂子    
《20年感謝》 深尾　俊雄    
《30年感謝》 奈良　昭彦 徳田　望  
 松浦　剛 小林　滋記  
《50年感謝》 伊藤　克巳 野村　秋博 
《60年感謝》 鈴木　浩之   
 

2010 年度
日本 YMCA ユースボランティア認証者

  
氏　名 リーダー名 氏　名 リーダー名

浅井みゆき でこぽん 飯田智真紀 マーブル
神谷　知世 ぽんず 小牧　菜穂 さんぽ
小島万智子 さざえさん 児玉麻紀子 アクア
鈴木　　梢 ペンギン 鶴田　紀子 まろ
長崎　圭祐 おいどん 橋本美奈子 きなこ
丸山　景子 ウータン 宮里　知恵 パイン
山崎　有美 ぶなぴー 山田　夕貴 そら
吉田　侑加 きりん （敬称略）

ＹＭＣＡの夏プログラム参加者募集！

名古屋 YMCA 早天祈祷会　　200 回記念祈祷会

６０年前のＹＭＣＡ

ＹＭＣＡは運動体
私とＹＭＣＡ

鈴　木　浩　之名古屋東海ワイズメンズクラブ
永年会員表彰者

▲▲第二期復興開館

▲定礎式ヘーグ名誉主事
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維持会員  　　2011 年 4 月 16 日〜 5 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。
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　たくさんの方から「夏まつりはなくなって
しまったのですか？」「今年は夏まつりやりま

すか？」とお待ちかねのお声をいただいた南山夏まつり！今年は７月 16 日（土）
に『南山夏まつり』復活します !!　ゲームコーナーや模擬店などをリーダー・
スタッフ・ワイズメンズクラブ、そして今年はメンバーのお父さんにもご協力
いただき、みんなで楽しく過ごせるお祭りにしたいと思います。ご家族・お友
だちをお誘いいただき、夏のひとときを南山ファミリーＹＭＣＡでお過ごしく
ださい。みなさまのお越しをお待ちしています！
　　日　程　：　２０１１年７月１６日（土）　１５：００～１９：００（予定）

　　場　所　：　南山ファミリーＹＭＣＡ　　名古屋市昭和区南山町１４番地

　今年も日和田キャンプ場のオープン前にキ
ャンプ場の開設ワークを行います。
　昨年は、皆さんに草刈りや枝はらい、食事
の準備、食器洗い等していただき、環境整備が早くに整って子ども達を迎えるこ
とができました。今年も皆さんの力をお借りして、子ども達が安心して安全なキ
ャンプ活動ができるよう準備したいと思います。
　まだ日和田にいらっしゃったことがない方、子どもたちの為にひと肌脱いでも
いいと言ってくださる方、忙しいけれどご協力くださる方、ワークをした後に冷
たい飲み物とバーベキューを楽しみたい方大募集中です。ご協力よろしくお願い
いたします。
　みなさんお誘い合わせの上、ぜひご参加くださいますようお願いいたします。

記　　

日　程：2011 年 7 月 23 日（土）～ 24 日（日）　（延泊も可能です）

場　所：名古屋 YMCA日和田高原キャンプ場

　　　　岐阜県高山市高根町留之原　　TEL　0577-59-2450（7月 23日以降より）

集　合：現地キャンプ場　　13：00　

解　散：現地キャンプ場　　14：00　頃　

参加費：1,500 円　（バーベキュー代、保険代を含む）　

持ち物：作業着・着替え・防寒具・洗面用具等　飲み物など各自必要なもの

お申し込み：�7 月 9 日（土）までに、YMCA 受付窓口または Fax、メール等でお

申し込みください。

交　通：�公共交通機関で日和田に行くこともできます。その場合、事前に知らせ

ください。

名古屋ＹＭＣＡ　担当：東田美保　E-mail:m-higashida@nagoya-ymca.or.jp

　今年のゴールデンウィークも、名古屋
YMCA のキャンプ場、通称“日和田”へ 2
泊 3 日のリーダートレーニングに行きまし
た。

　総勢 48 名（大学生・中高生・ＯＢＯＧ・スタッフ）の参加者で大型バス
がほぼ満席になりました。初日の夜は、グランパスワイズの方々にバーベキ
ューを振舞っていただきました。おいしい食事と楽しい交流の時間をありが
とうございました。
　トレーニングでは、キャンプソング・
キャンプファイヤー・グループ自炊・個
人自炊・ポイントラリーなど様々な活動
を通してリーダー力を磨きました。リー
ダー達は振り返りの中で「経験して学ん
だことを子どもたちに伝えたい」と意気込んでいました。ＹＭＣＡの様々な
活動で学んだことを活かしてくれることを期待しています。

南山ファミリーＹＭＣＡ　今井雄介（ごりらリーダー）

　今回の日和田リートレでは、今年でリーダー３年目ということもあり、経
験上リーダーシップをまわりから求められることが多いと感じました。特に
キャンプファイヤーでは、３・４年目のリーダーで１日目の夜に企画・準備
をして２日目の夜に運営しました。そこでは、今までの自分の経験を新たな

リーダーに伝えることができ、仲間
の期待に少しは応えることができた
かなと思いました。今回のリートレ
を通し、リーダー３年目の自覚と共
に「自分がリーダーを引っ張ってい
くという責任感もより一層強くなり
ました。

長崎圭祐（おいどんリーダー）　

　避難所や被害を受けたご自宅で困難な生
活を強いられている被災地の方々に対し、
心よりお見舞いを申し上げます。

　さて、名古屋 YMCA ではスタッフの現地
派遣のほか、名古屋でできる支援活動とし
て、震災当初より募金活動を推進していま
す。3 月 19 日の緊急街頭募金を皮切りに、4
月 30 日までの期間、ニュージーランド大
地震復興支援募金とともに募金を募りました。
そ の 後 の 支 援 方 法 が 検 討 さ れ た 結 果、
今回の大地震が発生した日を忘れないために、
毎月 11 日を定例の街頭募金日としていくこと

になりました。募金活動の継続は、今後の息の長い支援のためにも大切なことだ
と思います。また、日が経つにつれて人々の関心も薄れがちですが、そうである
からこそ、毎月 11 日に街頭募金を行なう
ことに意味があると思います。曜日によっ
て実施時間が異なる予定ですので、名古屋
YMCA のホームページあるいは電話等で
確認をしていただき、活動へのご参加、ま
た募金へのご協力など、それぞれの形でご
支援をお願いします。

Ⅰ東日本大震災およびニュージーランド大地震被災地支援募金
　　期間：3 月 19 日～ 4 月 30 日　　　　　       募金総額  2,738,941 円
　　　　　　東日本大震災被災地支援へ 1,151,668 円
　　　　　　ニュージーランド地震被災地支援へ 435,603 円
　　　　　　　　　以上は各指定募金として日本 YMCA 同盟へ送金。
　　　　　　名古屋 YMCA 独自の支援活動のために 1,151,670 円
Ⅱ東日本大震災被災地支援街頭募金　
　　※ スタッフ、ボランティアの派遣、避難児童招待プログラムを予定
 実施日：① 3 月 19 日（土） 参加者  93 名 募金額  404,275 円
　　　　　　② 5 月  7 日（土） 参加者 23 名 募金額 54,574 円
　　　　　　③ 5 月 11 日（水） 参加者 12 名 募金額 13,549 円
 予　告：④ 6 月  5 日（日） 子どもによる、子どもたちのための街頭募金
　　　　　  　集合場所　代官町・南山  詳しくは各 YMCA へ

 ⑤ 6 月 11 日（土） 定例街頭募金
  　集合場所　日本キリスト教団名古屋中央教会（栄）
  　時　　間　15：00 ～ 17：00
 ⑥ 7 月 11 日（月）　定例街頭募金
 集合場所　日本キリスト教団名古屋中央教会（栄）
 時　　間　未定
　　　＊ 以後毎月 11 日頃に実施します。実施時間は名古屋 YMCA のホーム

ページか名古屋 YMCA ボランティアセンターにご確認ください。

リーダー
トレーニング
　 in　日和田

日和田キャンプ場
開設ワーク

ボランティア募集

東日本大震災
支援募金のご報告

★復活 !!
　南山夏まつり★

ワイズコーナー　6 月例会の予定

名古屋 Date   6 月 14 日（火）18：30 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）

名古屋東海 Date   6 月 9 日（木）18：45 Place  ラ・スース ANN

　　　卓話「ピカソはやっぱり名古屋人だった」山田彊一氏（現代美術家・エッセイスト）

名古屋南山 Date 6 月 8 日（水）19：00 Place  南山 YMCA

　　　卓話「ハッピーリタイアメント50 年」　　森本征夫氏（南山ワイズ）

名古屋プラザ Date 6 月 11 日（土）〜 12（日） Place  美浜かんぽの宿

　　　POM　　一泊例会

名古屋グランパス Date   6 月 4 日（土） Place  未定

　　　懇談「1 年をふりかえって」

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


