
ピースフルサンデー◇南山バザー◇

　今年も毎年恒例の『ピースフルサンデー（南
山バザー）』を南山ファミリーYMCA・南山幼
稚園にて開催いたします。今年は 10 月最後の
日曜日 30 日に開催です。ゲームコーナーや模
擬店など今年もたくさんのお店がありますよ！

お家の人と一緒に、またお友だちを誘って、是非遊びに来て下さい！！
＊�バザーの収益金は地域社会のため・YMCA国際協力募金・青少年育成基金な
どに使わせていただきます。

●日　　時：2011 年 10 月 30 日（日）
　　　　　　10：00 ～ 15：00
●チケット：１シート 500 円
　　南山YMCA事務所窓口にて事前にご購入できます。
　　チケットは当日のみ金券としてご利用できます。
　　※１０月中旬以降販売開始予定

第 18回チャリティーラン駅伝“走って、笑って、助け合おう！”

　今年もチャリティランの季節が近づいてきました。開催日は 11 月 5 日（土）。
チームレースの他、個人レースへの参加も大歓迎です。参加費はすべて、障が
いのある子どもたちのための支援金とさせていただきます。詳しくは参加要項
をご覧ください。

昭和 27 年 5 月 13 日　　第三種郵便物認可
毎月　　1日　（月刊　定価　1部　60 円）
（購読料はＹＭＣＡ会費に含まれています）
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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

　私は 2002 年、岡山のサーキットで開催されていたオートバイレース中に転
倒し、背骨を折ってしまい脊髄損傷者となりました。自分の最も好きであった
オートバイでの事故であったため、車いす生活に対する「覚悟」のようなもの
があり、それ以来車いす生活と向き合ってきました。障害を負って 9年、がむ
しゃらに生きてきました。障害を負うと「できないこと」も「待つこと」も多々
あることを知りました。
　富士山登山を行う事になったきっかけは、「今年は富士山に登るぞ！」と
2002 年の正月に家族と交わした約束でした。その４月、怪我をして車いす生
活になり、その後もその思いは諦めることができませんでした。そんな中、あ
るきっかけで富士登山にチャレンジしたいと考えていることをテレビ局の方へ
お話する機会があり、テレビ番組の企画で息子とともに登る「富士山車いす登
山」、１回目 (2009 年 ) の機会を頂きました。ここで目標としたことは「勇気」「挑

戦心」「感謝」でし
た。しかし、１回
目の登山は準備期
間が１ケ月半しか
なく、準備不足も
あり七合目を超え
たところで止める
ことになりました。
　翌年の 2010 年、
どうしても自力登
山の目標を達成し
たく再挑戦しまし
た。結果は前年と

同様、七合目を超えたと
ころで止めることとなり
ました。２回目も準備不
足が原因で登ることがで
きませんでした。この時
同行していた次女が「登
った方がいいよ。次もつ
いてくから！」と言って
くれました。これで３回目を登ることとなりました（笑）
　３回目となる登山に向け、多くの人と車いすの改良案を相談したり、綿密な
登山計画や情報収集を行ってきました。３回目まで挑戦を続けてこれたのは、
障害者でも「できないことはない」、「行けないところはない」という強い思い
からでした。しかし登れても登れなくても、最後の登山とすることはその前か
ら決めていました。
　そして最後の挑戦の結果、日本人の障害者として自力登山で２人目となる、
富士山の頂上に行くことができました！天候には恵まれませんでしたが、綿密
な計画と、考えられるトラブルを想定しての登山であったため、今回の登山は
皆さんの力をお借りし成し遂げることができました。皆さんと登り「一体感」
のようなものを感じました。また、とても達成感を感じています！
　諦めず、努力すれば成し遂げられることもあることを知りました。また人の
温かみやつながりの大切さを、身を持って知ることができました。
私の座右の銘は「ピンチはチャンス　チャンスはピンチ」です！前記したよう
に、障害者となり多くのことを学び、多くの経験をしてきました。でも、一人
ではできないことも多々あり、私たちは誰かの手を借りて生きています。支え
てくれた皆さんに「感謝」です！

「富士山車いす登山で見えてきたこと」
本会維持会員・名古屋グランパスワイズメンズクラブ　阿　部　一　雄
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代官町〔継続〕
伊藤　麻里　　大島　一夫　　大島　昌子　　小尾　雅彦
小尾　昌代　　川原　啓美　　長谷川和宏　　水谷　克巳
水谷　里美　　藤田　瑠美　　　　　　　　　　（敬称略）

維持会員  　　2011 年 8 月 16 日〜 9 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。

　YMCA活動のために祈りを合わせています。どうぞご参加ください。
日時：11 月１日（火）７時４５分～８時３０分
場所：名古屋ＹＭＣＡ（代官町）
奨励：服部  多朗氏（日本基督教団　名古屋中央教会伝道師）

■名古屋 YMCAボランティアセンター■

ワイズコーナー　10 月例会の予定

名古屋YMCA早天祈祷会　

名古屋 Date10 月 12 日（水）18：30 Place  名古屋 YMCA
　　卓話「江戸時代の料理と河文」　　林   左希也氏（株式会社 河文　代表取締役社長）

名古屋東海 Date 10 月 13 日（木）　18：45 Place  ラ・スース ANN
　　卓話「手を差し伸べるということ」～支援と協働の社会学～　大山   小夜氏（金城学院大学　人間科学部准教授）

名古屋南山 Date 10 月 13 日（木）19：00 Place  南山 YMCA
　　「キャンプや遊びで役に立つロープワーク　～リーダーと交流しよう～」
　　　　　　　　　　　講師・浅井   昭和氏（ワイズメン会長）　近藤   豊氏（ワイズメン）　　　

名古屋プラザ Date 10 月 8 日（土）10：00 Place  藤前干潟
　　パレットキッズと魚釣り

名古屋グランパス Date   10 月 11 日（火）19：00 Place  名古屋 YMCA
　　「楽しいゲームをしよう！」鈴木   勉氏　＊ユースリーダーの参加をお待ちしています。



（昭和 27 年 5 月 13 日第三種郵便物認可）（月　刊）No.669（2）2011 年（平成 23 年）10 月 1 日 名 　 古 　 屋 　 青 　 年

日韓ユースセミナーに参加して
　8月２３日～２７日の５日間、名古屋ＹＭＣＡに韓
国のソウルＹＭＣＡからスタッフ２名、高校生３名、
大学生４名が集り名古屋の大学生リーダーとユース
セミナーを行いました。
　今年のテーマは、『平和』。過ごした時間は全てが
新鮮で、多くのことを学び感じました。振り返ると
今の自分に大きな影響を与えてくれたことを実感し
ます。１泊２日で韓国のユース仲間と一緒に行った広島では、原爆ドームに行き、初

めて自分の目で見て、自分の耳で聞きました。体全体
で戦争について感じた気がします。みんなで戦争につ
いて話し合いました。日本人の考え方、韓国の人の考
え方にはそれぞれ違うものがありました。しかしお互
いの考えを話し合うことで、見えなかったものが見え
るようになっ
たと思います。
共通すること

は、戦争は多くの人を傷つけるものであり、な
くなるべきであると考え平和を願う気持ちでし
た。母国の目線でしかみていなかった戦争も今
では違った目線からも考えられるようになりま
した。日本だけが辛い思いをしたわけではない
ということを私はこの先忘れてはいけないと思
っています。
　私は何よりも言葉がうまく通じなくても、文
化が違っても、一緒に過ごした時間の中で同じ
ことで笑えたり、悩んだりできたことが心に残
っています。生まれた国が違っても、必ず通じ
合えると思いました。伝えようとする気持ちや
理解しようという気持ちが大事だということを
このセミナーで学びました。そして、挨拶から
人のつながりは始まるのだと思いました。今回
の出会いは私にとって一生忘れることのできな
い大切なものになりました。

今井　千尋（ぼうリーダー）

東日本大震災支援チャリティー
『ハモンドオルガンコンサート』

　2011 年９月 10 日㈯午後５時 30 分より、名
古屋YMCA会員であり、常議員でもある小澤
幸男さん主催の『ハモンドオルガンコンサー
ト』が開催されました。このハモンドオルガ
ンコンサートは今回で第８回目を迎え、ハモンドの女王「田代ユリ」さんに
よるソロコンサートが中心となっています。コンサートでは、名古屋ＹＭＣ
Ａチャリティーランで毎年オルガン伴奏を弾いていただいている鈴木郁子さ
んの演奏、主催者でありハモンドオルガンに魅せられ演奏の腕もメキメキと
上げている小澤さんの演奏も披露されました。
　東日本大震災以降このコンサートは２回開催され、１回目は４月９日（土）
に、そして２回目は今回のものとなりました。ともに東日本大震災支援を目
的としたチャリティーコンサートとして開催され、会場方から多くの支援募
金をいただきました。
　4月 9 日㈯には 147,639 円、9 月 10 日㈯には 141,161 円の支援募金をいた
だき、ともに震災支援のために使わせていただきます。

仙台へ届けました！

　６月に行われた“南山YMCAチャリティー
サッカー”の際に、横断幕に仙台の仲間に向
けてメッセージを書きました。その横断幕が
先日、加藤総主事が仙台を訪問した際に、仙
台 YMCA大野総主事に届けられました。（10
月にもチャリティーサッカーを実施します。）

名古屋ＹＭＣＡ支援活動報告
　名古屋ＹＭＣＡでは東日本大震災後から募金活動
を行っています。みなさまからご協力いただきまし
た募金は、様々な形の支援活動を通して使わせてい
ただいています。

★�現地にボランティアリーダーやスタッフを派遣し
て、被災地域のボランティア活動に参加をしてい
ます。（派遣状況：４月スタッフ１名・５月スタッ
フ１名・７月～８月リーダー１名）
★�夏休みにＹＭＣＡが実施していますキャンプやデ
イプログラム・体操教室に被災地のこどもたちを
受け入れて参加をしてもらいました。
★�秋には仙台市にある南三陸町小学校のこどもたち
を対象としたキャンプに、名古屋ＹＭＣＡからリ
ーダーを派遣しプログラムを行いました。

　今後も名古屋 YMCAでは、被災したこどもたち
のプログラム受入れを実施し、こどもたちが少しで
も笑顔になれるように ･･･ そんな願いを込めて支援
をしていきます。また、国際協力キャンペーンで集
まった募金の一部も東日本大震災への支援募金とし
て使わせていただきます。支援活動の詳しい報告は、
名古屋YMCA東日本大震災支援活動のサイトをご
覧ください。
　http://www.ngoymca.com/all/earthquake20110311.html�

全国リーダー研修会
　今回の全国リーダー研
修会に参加させていただ
いて自分の中で一番変わ
ったなと思うところは、
「考え方、意識」のとこ
ろだと思います。いろん
なＹのリーダーたちの考
えを聴き、いままでいか
に自分が受動的だったか
ということを思い知りま
した。
　今までの活動では全体の目標は設定していても自分自身の目標設定
はしていなかったし、どこか一年目ということに甘えていたんだと思

いました。
　これからはいろいろなことを試
し何事にも能動的に取り組んで行
きたいと思います。

中村　仁希（ポニー）

　私は、今回の研修を通して肯定
力の素晴らしさを学びました。肯
定する言葉には、みんなを喜ばせ
たり、笑顔にする力があることが
わかりました。また、肯定するた
めに、お互いのいいところを見つ
け、そこをほめあっていくことで、
良い人間関係を作っていけること
もわかりました。私は、今後この
経験を生かして子どもたちの良い
ところをみつけ、ほめていけるリ
ーダーになりたいです。そのため
にも、子どもたちの小さな言動や
行動を見逃さないようにしていき
たいです。

伊藤　綾花（きゅう）

ＹＭＣＡサッカー大会が終わって
平　出　　想 くん　

　８月 20 日から８月 22 日まで、ぼくは全国
YMCAサッカー大会に行ってきました。大さかか
ら来たチームや、横はまから来たチームや、それ
から奈良から来たチームもありましたが、どのチ
ームも強そうでした。ぼくたちは名古屋YMCAと
して、しあいをしました。一日目、二日目のしあ
いも、ぜんぶ負けてしまいました。最後のしあいは、
勝たないと最下位になってしまうので、ぜったい
に勝ちたかったのですが、負けてしまってすごくくやしかったです。三
日目はしあいがなかったので、天ねんのしばふの広場をみつけて、そこ
でみんなで雨がふっている中、どろんこサッカーをやりました。びしょ
びしょになったので、服を着がえてサッカーの決勝戦を見ました。その
あと、お昼ごはんを食べて、バスにのって、名古屋に帰りました。残念
で悔しかった大会だったけど、これで一つ良い思い出ができました。
　これからもまたどんどん練習をつみかさねて、いろいろなわざを身に
つけて、もっと強くなりたいです。来年の全国YMCAサッカー大会では、
ぜったいにゆう勝したいです。ぼくは、名古屋YMCAのキャプテンと
して、ゆう勝を目指して、がんばりたいです。

CARING
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「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


