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★スキーって？★
　スキー発祥の歴史は古く、紀元前 2500 年頃。積雪期の移動手段や狩猟のた
めの移動道具として広く使われたと言われる。その後スポーツとして登場した
のは 1870 年代であり、ノルウェー地方の軍事部隊がスキー訓練の成果として
競技スキーを行ったのがきっかけとなり、庶民へと普及した。日本では、今か
らちょうど 100 年前の明治 44 年（1911 年）、豪雪地帯に赴任したオーストリ
アのレルヒ少佐という人が上越高田の軍人にスキー技術を教えたのが始まりと
され、その後広く民間へ普及していった。最近では 1980 年代後半のスキー映
画とともにスキーブームが訪れたことは記憶に新しい。
　このような歴史をもつスキーは今もスポーツ・レクリエーションとして愛さ
れ、スキー体験はこどもたちの発育発達過程にも大きな影響を与えている。
ＹＭＣＡのスキーでは、雪に親しみ、技術を身につけ、体力・心を養い、冬の
自然への理解を深め、共同生活を通して協力する心を学び、自然の神秘や神の
恵みや感謝と奉仕の心を養うことを目的としています。日常を離れた雪の世界
での経験は、多くの発見とチャレンジする心を養い、子どもたちの世界が広が
ることを手助けします。
　また運動経験という視点で見ると、スキーでは子どもたちが日常生活で体験
することが少ない「足元が滑る」という経験をします。日常生活で体験しにく
い「滑る」という動きの中でバランス感覚が養われ、変化に富んだゲレンデを

滑ることによるバランス能力や運動能力の
広がりにも大きな期待を持つことができま
す。幼児期後期から著しく発達すると言わ
れる神経系の発達にも、貢献できる運動の
一つだともいえるでしょう。新しい体験や
多種多様な経験による子どもの世界の広が
りは、次世代を担う子どもたちへの大きな
糧となるのではないでしょうか。

YMCA のスノープログラム好評受付中 !!

スノーウィーキッズ　爺ヶ岳	 12 月 25 日㈰～ 27 日㈫　
ハッピークリスマス　白樺高原国際	 12 月 24 日㈯～ 27 日㈫　
スノーパラダイス　白樺高原国際	 12 月 24 日㈯～ 27 日㈫　
ワンデイスキー　ひるがの高原	 1 月 14 日㈯・1月 28 日㈯・2月 18 日㈯
ゆ き あ そ び　ひるがの高原	 1 月 14 日㈯・1月 28 日㈯
G o G o 1 泊　エコーバレー	 2 月 4日㈯～ 5日㈰
ファミリースキー　白樺高原国際	 2 月 25 日㈯～ 26 日㈰
るんるん春スキー　白樺高原国際	 3 月 26 日㈪～ 28 日㈬
　　　※スキーシーズン間近です。たくさんご参加お待ちしております。

★名古屋 YMCA チャリティーゴルフ大会★

　年に一度恒例のチャリティーゴルフが
11 月 23 日（水・祝）多治見中部国際ゴ
ルフクラブにて開催されました。今年は、
南山ワイズメンズクラブの近藤豊さんに
大会実行委員長をお勤め頂き、14 名の方
にご参加頂きました。
　参加された方は、ワイズメンズクラブ
メンバーとそのお友だち、YMCA メン
バーOB、維持会員、そしてスタッフと、
日頃は顔を合わせない方達が集まってのプレーでしたが、いろいろなお話をしながら、楽
しくプレーすることができました。

　プレー後にはパーティー＆表彰式で懇親を深めました。当日は本
格的な冬の訪れで、寒さの厳しい一日だったこともあって、参加メ
ンバーの方からは『今度は暖かい頃にやりたいね。せっかくだから
暖かい時期にもやったらどう？』との言葉も頂きました。
　YMCAでのこのような大人の方達のアクティブな活動は随分と減
ってしまいましたが、こうやってお支えいただいている方達のこと

や活動自体を大切に思いながら、これからも継続していきたいと思います。今後ともご協
力お願い致します。

※�参加費の一部そしてラウンド内でのチャリティー
を合わせて 22,600 円を名古屋 YMCA青少年基金
にご寄付いただきました。青少年育成のために有
効に活用させて頂きます。ありがとうございました。

YMCAチャリティーゴルフ大会成績
優勝　　寺本　英郎さん（YMCAメンバーOB）� OUT44　IN43　GR87
２位　　小尾　雅彦さん（名古屋ワイズ）� OUT47　IN48　GR95
３位　　熊沢　勝美さん（プラザワイズメンバーご友人）� OUT50　IN47　GR97

★ピースフルサンデーご報告★

　10 月 30 日（日）に南
山ファミリーＹＭＣＡ・
南山幼稚園によるピース
フルサンデーが開催され
ました。当日はあいにく
の曇りのお天気 ･･･ 午後
からは雨が降ってきてし
まいましたが、たくさん
の方が遊びに来てくださ
いました。幼稚園のお母
さま方によるお店やワイズの方・リーダー達による模擬店やゲーム
コーナーなど、どのお店も大盛況のうちに終えることができました。
　ピースフルサンデ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。ご来場下さ
った皆さま、運営に携わってくださった多くの皆さまに感謝いたし
ます。ありがとうございました。

★南山フェローシップ さつまいも掘り★

　毎年 11 月 3 日 ( 祝 ) に行われている南山フェローシップでは、児
童養護施設の南山寮や名広愛児園など 3つの施設の方々を招待して、
南山ワイズの方々がボランティアで丹精込めて農園で栽培している
さつまいもを掘って楽しみました。6名の大学生のボランティアリ
ーダーにも手伝ってもらい、総勢約 80 名の方達と楽しい時を過ご
しました。昼食にはさつまいもを使った豚汁とご飯を大きな鍋で炊
いてほっこりした気分に浸りました。南山ワイズ農園を始めて 30
年以上になりますが、それとともにフェローシップも続いています。
地域貢献のプログラムとして今後も多くの方々と共にフェローシッ
プを続けることができればと思います。

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
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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

　12月を迎えて私の勤める幼稚園では、こどもたちが
クリスマスを迎える準備を始めます。
　アドベントクランツ（ローソク立て）や
クリスマスリースを、どんぐり・松ぼ
っくり・木の葉・落ち葉できれいに
飾ります。年長・年中児たちが協
力してみんなの部屋に飾ろうと
頑張っている横で、不思議そう
に見ている年少児たちの姿が
あります。クラスでの集まり
の時間に、今年度入園したば
かりの子どもたちに「クリス
マスって、なあに！」と聞き
ました。するとみんな一斉に「サ
ンタさんがプレゼント持ってく
る日」とにこにこ顔で答えてくれ
ました。そのうれしい様子に、「い
いえ本当のクリスマスは・・・・」

とお話するよりも、思わず、「そうね！
うれしいね、楽しみね！」と、一緒にうれ

しい気持ちを喜びました。　　　
小さい子どもたちもサンタクロースが来てくれる事

を喜んで楽しみに心をわくわくさせて待っているクリスマス。
私の子どもの時は残念ながらサンタクロースさんは、私のと
ころに来てくれませんでした。今から思うと少しさみしい気

持ちになりますね。
悲しい思いも辛い
ことも忘れてうれ
しい思いをはこん
できてくれるサン
タクロースさんの
はなしでいっぱい
になった後、「で
もどうして、サン
タさんプレゼント
持ってきてくれる
のかしら？」

　子どもたちは考えて、「よい子にしてると来てくれるよ」「世
界中の子どもにプレゼントを配るのがお仕事だからね」とい
ろいろな答えが聞こえました。「でもどうして？」とまた聞き
返すと子どもたちも困っている様子。「あのね、クリスマスは
ね、イエス様の生まれた日お誕生日なのよ。神さまが私たち
のためにイエスさまをプレゼントしてくださったことを、サ
ンタさんはうれしくて世界中の子どもたちに、イエス様のお
誕生のお祝いのプレゼントを配ってくれるのよ。」子どもた
ちは、初めて聞いたクリスマスのお話に少し戸惑いながら
も、やっぱりサンタクロースへの思いに心を躍らせていまし
た！！！　
　さて大きい子どもたちは、そろそろクリスマス礼拝でのペ
ージェント（降誕劇）の役に関心が高まります。イエス・キ
リストの誕生の出来事を歌と劇で表します。マリアさんにな
りたい女の子たち、天使や大きな星も人気です。最近は男の
子も天使になりたい子どもたちです。男子用天使の衣装も作
りました。またお父さんの大変さが関係しているのでしょう
か、お家でお母さんの方が強いのでしょうか、ヨセフさんの
なり手がいなくて困ってしまいます。でも貧しい羊飼いの役
は人気があります。世界で一番初めにイエス様の誕生を天使
から知らされた羊飼いです。えーっと、イエス・キリストの
誕生のことは新約聖書ルカによる福音書2章をご覧ください。
　幼稚園でのクリスマスの一端を
お話しましたが、近年クリスマス
イブ（24日）の夜に、教会のク
リスマス礼拝に参加
される家族が増
えています。ぜひ
皆さまも、お近くの教会に足
を運んでみてはいかがでしょ
うか。24日は土曜日ですし。

　あ！それから、大人にな
ってもサンタクロースに来
てほしいですよね！
どうして子どもたちだ
けなのかしら？？？

第３５回『平和の使者』クリスマスカードコンテスト

　今年で３５回目を数えるクリスマスカードコンテストは、平和の願いをこめたク
リスマスカード作りを通して、世界の平和と人々の幸せについて考える機会です。
　毎年1500通を超える応募が寄せられ、
12月中旬には審査会を経て、12月20日
（火）～25日（日）市民ギャラリー（栄・
セントラルパーク）にて受賞作品が展
示されます。
　是非ご覧ください。

ワイズコーナー　12 月クリスマス例会の予定
名古屋・プラザ・南山 Date12 月 10 日（水）17：30 〜

　　　3 ワイズ合同クリスマス祝会：
　　　　　　Place アイリス愛知　www.iris-aichi.com/
　　　　　　　　　　〒 460-0002　名古屋市中区丸の内 2-5-10　TEL 052-223-3751
　　　　　　　　　　地下鉄丸の内駅または市役所駅から徒歩８分

名古屋東海 Date 12 月 11 日（日）　17：30 〜 20：00

　　　　　　Place  カコバサーノ

名古屋グランパス Date 12 月     3 日（土）14：00 〜 16：00

　　　　　　Place  名駅前「BALI　HAI　名古屋店」　　　

クリスマス献金
にご協力ください～クリスマスの喜びを多くの人と分かち合う～　クリスマス献金は、すべての人々が、国・民族・宗教の違いを認めあい、生き生きと暮らす平和な世界をつくり出すための、国際協力事業（災害からの緊急支援、戦争か

らの復興支援）と明日を担うユースの育成（全国ＹＭＣ A リ
ーダー研修会、キャンプリーダートレーニング、スキーリーダ

ートレーニング）および地域奉仕（クリスマスキャロル in JR セ
ントラルタワーズ、クリスマスカードコンテスト）等のために用
いられます。
　今年度は例年の募金目的のほか、来年 2 月に実施される「フィ
リピン・アルバイ　ワークキャンプ」の支援と、東日本大震災
で被災した仙台・盛岡・茨城 YMCA の支援のためにも用いさ
せていただきます。皆様のご協力を心よりお願いいたします。　なお、募金期間は 12 月 1 日から 2012 年 1 月 31 日まで各 YMCA 窓口にて受け付けています。ご遠方の方は振込みをご利用ください。本年もご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

「クリスマスとこどもたち」　
日本基督教団金城教会・明星幼稚園園長・名古屋YMCA常議員　荒　川　恒　子

671

NAGOYA YMCA NEWS

代官町〔継続〕
牛田　欣也　　天野　君昌　　安細　好子　　山岸　節子　　松浦　　剛
川本　清美　　髙橋　榮一　　柏木　哲夫　　深谷　朗子　　浅野　猛雄
浅野　美也子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

維持会員 　2011 年 10 月 16 日〜 11 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）

■名古屋 YMCAボランティアセンター■

名古屋YMCA早天祈祷会　

クリスマスキャロル
をご一緒に

　12月23日（祝・金）
18：00～19：00にかけて、名古屋駅JRセントラルタワーズ・ガーデンで100人余りのサンタの聖歌隊が讃美歌とクリス
マスソングを披露します。サ
ンタといっしょに歌う時間もありますので、ぜひお誘いあわせ　　　　　の上ご来場ください。


