
　私たちが仙台に着いたのは、「あの日から半年」という内容の
特集番組が放送されて間もない９月 16 日だった。その日は仙台
ＹＭＣＡに宿泊し、南三陸町の知識を学び、キャンプの流れを
確認した。南三陸町は平成の大合併で出来た町で、津波による

被害状況は、戸倉地区の９割、志津川・歌津地区の８割が流出したそうだ。
戸倉小学校では、骨組だけになった体育館と白い校舎、高く積み上げられた瓦
礫があった。私たちが今からできることは、つらい思いをした子どもたちに、
少しでも楽しい時間を作ってあげることだと決心した。
　キャンプでは小学校単位のグループ分けがされていて、すでに人間関係が出
来上がったところにリーダーが入っていくという形だった。違う小学校の子同
士はなんとなく様子を見合っている様子だった。その壁を取っ払うためリーダ
ー全員で奮闘した。部屋が女子、男子に分かれているだけの大部屋だったこと
も功を奏し、二日目の夕方には、グループの枠すら越えた仲間作りができていた。
　その日の晩は、ほとんどの子が初体験だというキャンプファイヤーを行った。
火が点くまでの間は、暗いのが怖いと言ってきた子もいた。「後ろに居るから。」
と肩をきゅっとしてあげた。点火された火を見て、「津波を思い出した」と言
った子もいたそうだ。しかしゲームが始まると皆元気に歌って踊った。キャン
プファイヤーが三日間で一番印象に残ったと言う子が多数いたのは非常にうれ
しかった。
　キャンプ最終日、仙台YMCAのスタッフが「これから、君たちが将来を担
っていくんです。確かに、辛いことがおきた。でも、終わったことだ。これか
ら、がんばっていかなければいけない。」と子どもたちに言った。苦しみを共
有する地元の人であるからこそ言える、絶対にぶれない力強い言葉だった。
　班の子全員を抱きしめてからお別れをした。「忘れないから。また来るから。
絶対に。」バスの中から笑顔で手を振ってくれるみんなを見ながら、楽しい思
い出になったかなぁと自問した。最後の夜は登米市内のプレハブに泊まった。
そこで、志津川中学校から見た津波の映像を見た。「こんなに家が建っていた
んだ」と率直な感想だった。短い時間で街が失われてしまったことは分かって
いたが、自然の力の大きさに絶句した。最終日は志津川、歌津から戸倉を回り、
南三陸町最南端まで行ってから仙台へ戻った。映像で見た景色と目の前にある
景色がリンクして急に現実味を帯びた気がした。
　仙台に着くと、ここに降り立った日が遠い昔のことの様な気がした。それく
らいたくさんの心の揺れと変化がある時間だった。帰ってきた私が出来ること
は、私自身が感じたことを、飾らずにより多くの友達に伝えることだと思う。
復興に終わりはなく、これから先もずっと続いていく。被災地には、強くしな
やかに笑い続ける子どもたちがいる。このまぎれもない事実を発信し続けたい。
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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

　このたびの東日本大震災に際しまして、
貴重な募金と物資、激励を賜り誠にあり
がとうございます。
　これまで名古屋 YMCAを初めに全国
の YMCAやワイズメンズクラブの応援を受けて、仙
台YMCAボランティア支援センターの活動を続けてき
ました。この活動は宮城県の沿岸に位置する９市町の
広い地域での救援物資の配布や農家の再建支援でした。

また仙台市の災害ボランティアセンターの運営協力を行ってきたほか、避難所
の生活を余儀なくされている子どもたちのケアを継続的に行っており、小学生
を中心にした運動会も実施できました。
　揺れの被害、津波の被害、もう一つあるのが心の被害です。命を護ることが
できた人びとは、見てはならないものを見てしまいました。身近な人が手を伸
ばせば届きそうな所で浮いては沈み、流されていくありさまや、今まで暮らし
ていた街並みが津波で破壊されていく現実を目の当たりにしました。何もでき
なかった無力感と後悔、震災後の生活再建ができない絶望感。まさしく非情な
運命と言わざるを得ない人びとがじっと耐えています。
　もとより震災の復興は長期にわたるものであり、時を経るに従って、当地の
状況は変化しています。ライフラインの回復や仮設住宅の整備がほぼ終わり、
震災直後の宮城県民の 10 分の 1 が避難所で生活していた状態から現在は 300
人ほどに減少しました。とはいえ、生活再建の緒についたとしても、被災者の
身の回り用品の不足が目立ち、雇用が満たされていないため、被災者への支援
がこれまで以上に必要な時を迎えています。
　震災の甚大な被害を受け、ご家族を失った皆様のご心中を察し、一日でも早
く平穏に暮らせますようお祈りに加えていただき、引き続き、尊いご支援とご
協力をお願い申し上げます。

東日本大震災支援募金報告
　震災直後より多くの募金をＹＭＣＡへお寄せいただき感謝申し上げます。
　2011 年 3 月より 9月末までの募金として、5,561,954 円をお預かりいたし
ました。お寄せいただいた募金は、日本ＹＭＣA同盟を通じての支援、ま
た名古屋ＹＭＣＡから仙台ＹＭＣＡへのボランティア派遣支援、福島の子ど
もたちの夏期プログラム参加支援に活用させていただきました。今後も引き
続き、被災地への支援及びボランティア派遣、被災者参加プログラム支援金
として用いさせていただきます。
　また、三菱商事株式会社からの支援「三菱商事キッズスカラーシップ」に
より、福島の被災者が参加したキャンプへの支援金 250,000 円もいただきま
した。
ありがとうございました。

【募金額】
ＹＭＣＡ街頭募金より� 　346,896 円
インターアクトクラブ街頭募金より� 1,038,883 円
金城学院有志募金・金城学院募金より� 1,580,007 円
ハモンドオルガンコンサートより� �288,800 円
個人・団体・ＹＭＣＡイベントより� 2,055,756 円
ロサンゼルスＹＭＣＡより� 153,680 円
ワイズメンズクラブ中部部会より�97,932 円　　　合計 5,561,954 円

【使途】
日本ＹＭＣＡ同盟へ� 3,586,960 円
仙台ＹＭＣＡボランティア派遣� 521,196 円
被災者支援プログラム� 591,247 円
被災ＹＭＣＡ支援募金（同盟へ）� 97,932 円　　　合計 4,797,335 円

仙台ＹＭＣＡからの感謝と報告 復興は終わらない
仙台 YMCA 総主事　大　野　浩　悦 名古屋 YMCA リーダー　小島　万智子

（サザエさんリーダー）
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代官町〔継続〕
近藤よし恵　　加藤　　宏　　加藤田鶴子　　藤田　瑠美　　林　　幸雄　　
松本　　勝　　松本　淳子　　早川　匡彦　　橋爪　良和　　橋爪　圭子　　
近藤　保彦　　服部　敏久　　春日　裕忠　　磯部　　徹　　近藤　　豊
西村　　清　　西村　牧子　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

維持会員 　2011 年 9 月 16 日〜 10 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：12 月１日（木）７時４５分～８時３０分
場所：名古屋ＹＭＣＡ（代官町）
奨励：西村　清氏（本会名誉理事）

☆南三陸町支援キャンプ報告会☆
　　Date：11 月 18 日（金）18；45　Place：名古屋 YMCA

　　�津波被害にあった子どもたちのキャンプを通して感じたこと、現地を
まわって感じたことを報告させていただきます。

　　皆様のご参加をお待ちしております。

■名古屋 YMCAボランティアセンター■

名古屋YMCA早天祈祷会　
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チャリティラン 2011 見に来てください！

　11 月５日（土）、名城公園噴水予定地を中心に、第 18 回名古屋ＹＭＣＡチャ
リティランが開催されます。レースは 11 時 30 分の個人レースから始まり、次いでチームレ
ースがスタートします。工夫を凝らしたコスチュームで走るランナーたちを、ぜひご家族で
応援してあげてください。当日は素敵な景品が当たるラッフル券も販売しますので、こちら
もお楽しみに。
　このレースの参加費およびラッフル券・給食寄付金は、障がいのある子どもたちの野外活
動やキャンプの実施を支援するために用いられます。

ＹＭＣＡチャリティーゴルフ大会
参加者募集

　今年も 11 月 23 日に、ＹＭＣＡチャリティーゴルフ大会を開
催いたします。下記要項で行いますので、是非ご参加ください。
お申込は、YMCAまでお願いします。
　尚、定員になり次第〆切とさせていただきますので、お早め
にお申し込みください。

日　時　2011 年 11 月 23 日（水・祝）　※午前 8時 30 分集合
場　所　中部国際ゴルフクラブ
参加費　16,000 円
定　員　５組（20 名）

クリスマスカードコンテスト
作品募集のご案内

　名古屋 YMCA第 35 回『平和の使者』ク
リスマスカードコンテストの作品を今年も募
集いたします。イエス・キリストの誕生をお
祝いするクリスマスが近づいてきました。平
和への願いをクリスマスカードを通して世界
へつなげます。特賞作品の中から数点をクリ
スマスカード（ポストカード）として作成
し、世界のＹＭＣＡへメッセージとともに届
け、またカードは販売もします。多くの方の
作品をお待ちしています。

●応募資格　�愛知県、三重県、岐阜県在住・在学の方（年齢不問）
●応募締切　2011 年 11 月 30 日（水）必着
●送 付 先　〒 461-0002　名古屋市東区代官町 35-16
　　　　　　名古屋ＹＭＣＡ　クリスマスカードコンテスト係
●協　　賛　㈱サクラクレパス・名古屋東海ワイズメンズクラブ

※詳しくは名古屋ＹＭＣＡクリスマスカードコンテスト係まで

今年もやります　クリスマスキャロル in JR セントラルタワーズ

　今年で９回目となるクリスマスキャロル。例年通り、名古屋駅ＪＲセントラ
ルタワーズのタワーズガーデンで、12 月 23 日（祝・金）18 時より行われます。おなじみ、
100 人のサンタクロースの合唱隊といっしょに、讃美歌やクリスマスソングを歌って楽しい
ひと時を過ごしませんか。ご家族みんなでお越しください。電子オルガンの華麗な演奏や、
清楚なハンドベルの演奏もありますよ。
　現在、合唱隊のメンバーを募集しています。詳しくはボランティアセンターまで。

　10 月より南山YMCAで受付を担当させて頂くことにな
りました、種瀬　美希子と申します。
　８月に関東から引越をして、最近やっと一人で買い物が
いけるようになりました。
　大学時代は、社会福祉で児童福祉を専攻し、バスケット・
バレーボールのサークルに入っておりました。

　土地勘しかり、まだまた至らない点・分からない事も多くありますが、
一生懸命やらせて頂きますので、宜しくお願いします。
　

　人事消息　伊藤　真愛　9 月 30 日付　退職

世界 YMCA・世界 YWCA
合同祈祷週特別集会

　毎年 11 月に、世界中のYMCAと YWCAでは、一つのテー
マに沿って学び祈る１週間を持っています。今年は「影響を与
える声～若者は権利と正義を呼び求める」がテーマです。名古
屋地区はこの期間の特別行事として、合同で特別集会を持ちま
す。どなたでも参加できます。クリスチャンでない方も歓迎し
ます。ぜひご来場ください。

日　時　11 月 15 日（火）　14：00 ～ 15：30
場　所　名古屋ＹＭＣＡ１Ｆ集会室
内　容　第１部　�礼拝　説教者　太田　実　司祭
�　　　　　　　　　　　　　　　（カトリック名古屋教区）
　　　　第２部　学び　講演者　西野　真希氏
　　　　　　　　　　　　　　　（名古屋ＹＭＣＡスタッフ）
　　　　第３部　交流会
　詳しくはボランティアセンターまでお問い合わせください。

国際特別プログラム
“いっとこ！ JICA ～地球調査隊～”

　名古屋YMCAでは９月から国際キャンペーンを展開し、
募金活動を行っています。11 月 6 日には小学生のお友だち
を対象にみんなで地球調査隊となってミッションをクリア
したいと思います。

2011-2012 冬春プログラム
参加者募集

　YMCAの冬・春のプログラムは盛りだくさん！お泊り
のスキー、日帰りのスキーや雪遊び、体操教室も充実です。
もちろんチャイルドケアプログラムもバラエティーに富ん
だ企画になっています。是非ご参加ください。お待ちして
います。
会員 WEB お申込み　　　　　　　　　　　11 月� 1 日㈫��11：00 より 11 月 8 日㈫ 9：00
会員および会員の兄弟姉妹　電話お申込み　11 月 8 日㈫��11：00 より
会員窓口お申込み　　　　　　　　　　　　11 月 8 日㈫��15：00 より
友の会・一般電話お申込み　　　　　　　　11 月 10 日㈭��11：00 より
友の会・一般窓口お申込み　　　　　　　　11 月 10 日㈭��15：00 より
詳細は　名古屋YMCA�WEBサイト　　http://www.ngoymca.com/
WHAT'S�NEWの『冬春プログラム参加者募集 !!』または "e-YMCAプログラム予約サイト
" をご覧ください。
お問い合わせ　　名古屋 052-932-3366　　　南山 052-831-6968・8271

スマイルキッズ　ジャムおじさんになろう！
パン作り♪参加者募集！

　みんな大好きなアンパンマンをジャムおじさんになって
作っちゃおう！みんなでパンが作れるこなをこねこねして、
オーブンで焼きます。お顔をかきかきしたら正義の味方の
完成！どんなお顔のアンパンマンができるかな。
日　　程　2011 年 11 月 26 日（土）　　9：00 ～ 16：00
対　　象　年少児～小学 6年生（年少児は野外活動登録者のみ）
参 加 費　会員 6,000 円　　友の会・一般 6,500 円
お申込み：名古屋YMCA　052-932-3366　
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ワイズコーナー　11 月例会の予定
名古屋 Date11 月 9 日（水）18：30 Place  名古屋 YMCA

　　　卓話「官民のステップアップ型協同を展開する　堀川 1000 人調査隊」
　　　　　　　　　　　　　　　　堀川 1000 人調査隊事務局長　服部　宏　氏

名古屋東海 Date 11 月 10 日（木）　18：45 Place  ラ・スース ANN

　　卓話「東日本大震災支援活動報告」　　古賀　英さん（名古屋インターアクトＯＢ）

名古屋南山 Date 11 月 10 日（木）19：00 Place  南山 YMCA

　　　次期中部部会ホストの件について　　　

名古屋プラザ
名古屋グランパス Date 11 月 8 日（火）19：00 Place  新栄町「ケンボー」

　　名古屋プラザ・名古屋グランパス合同例会

種瀬  美希子

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

～スタッフ紹介～


