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　　　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 回目を迎えたクリスマスカードコンテスト。今年
は 1964 年から相互交流のあるソウル YMCA から 290 点の特別
応募があり、特別賞『フレンドシップ賞』2 点を含む約 100 点
が入選・特選に選ばれました。また今年は、中高生の応募作品
が 50 点ほど増え、今後も「ユース世代」への PR に力を入れて
いきたいと思います。

　審査員の先生方からは「子どもた
ち一人ひとりの思いが伝わってくる
作品を選びました。」「教育の一環
として独創性を大切にした中高生
の作品が増えることを期
待します。」とのコメン
トをいただきました。
　東海ワイズメンズク
ラブのみなさんや審査
員の先生方のご協力に
より、右欄のみなさん
を特賞に選出すること
ができました。

クリスマス キャロル　2011
　12 月 23 日（祝・金）午後 6 時、華やかな電子オルガンの演奏で今
年のクリスマスキャロル in JR セントラルタワーズが始まりました。
サンタの衣装に身を包んだ総勢 120 名の聖歌隊が、合計 5 曲のクリス
マスソングを歌い、観客の皆さんとも合唱しました。
　今年は金城学院高校ハンドベルクワイアも演奏を披露し、イルミネ
ーションの無いタワーズガーデンを、明るく輝かせてくれました。

フィリピンワークキャンプによせて
総主事　　加　藤　明　宏

　1977 年ミンダナオ島の被災地支援から、名古屋 YMCA とフィリピン
YMCA との関係が始まりました。過去 20 数回を重ねたワークキャンプでは、
多くのユース世代がフィリピンの若者とキャンプを通して、深い交流と友好
を育んできました。またアジアの人々と共に生きることの体験は、必ずや当
時のユース世代参加者のその後に大きな影響を与えたものと確信していま
す。今年 11 月、フィリピン YMCA 連盟は 100 周年の記念の時を迎えました。
記念式典の席上、永年にわたるワークキャンプの成果とお互いの交流を感謝
して、記念の盾を受け取りました。
　2008 年ルソン島南部、マヨン火山ふもとにあるアルバイ州レガスピ市付
近の台風被害を受けた子どもたちを支援する「ハートキャンプ」を、アル
バイ YMCA と協力して実施しました。それがキッカケとなり、2012 年 2 月、
別掲のようにフィリピン・アルバイ YMCA ワークキャンプを実施します。
このキャンプを通して、また新しい出会いが生まれ、ユース世代が新しい自
分の価値観を見出す機会になればと願っています。そして名古屋 YMCA の
活動に活かしてくれることを期待しています。またスタッフ 1 名で、その
再建をめざす小さな YMCA を実質的に応援する相互交流になって欲しいと
願います。このキャンプは、アルバイ YMCA と以前から関係のあるとちぎ
YMCA と協力して行われます。また
会員の皆様からの国際協力募金やクリ
スマス献金を活用させて頂きますので、
皆様のご支援をよろしくお願いいたし
ます。

フィリピンワークキャンプと私
坂口　功祐（リーダーOB・名古屋グランパスワイズメンズクラブ）

　私がミンダナオ島のワークキャンプに参加したのは、今
から 35 年前の 20 歳の時。中学生の頃より YMCA のキャ
ンプに参加して、高校から大学と野外活動に関り、スキ
ーにキャンプに登山にと、年中 YMCA へ通っていました。
最初にこのワークキャンプのお話を聞いた時は、正直なと
ころ復興ワークよりも、初めての海外への興味が先でした。
ところが、全国から集まった人たちは皆優秀で、出発前の
オリエンテーションでは、「すごいところに参加してしま
った」というのが感想でした。更に、ミンダナオ島へは戦
後初めて日本の若者が入ると聞き、大変な事だと感じまし
た。
　ミンダナオ島のコタバトへ到着後、郊外の小学校で現地
のキャンパーとの共同生活が始まりました。周りは軍隊が
ゲリラ対策のため武装護衛しているという中で、現地の若
者や子ども達と泥だらけになって黙々とワークに励んでい

ると、次第に仲良くなり、楽しい毎日
となりました。そんなある日、仲良く
遊んでいた小さな子どもが突然、「戦争
嫌い」と泣きながら言ったことが、一番印象に残っています。
　このワークキャンプで知った太平洋戦争やアジアの植民
地化の歴史は、私に大きな影響を与えてくれました。その
後たびたび太平洋アジア沿岸を旅する機会に恵まれ、その
植民地化の歴史を知るにつれ、過去の真実の歴史と、今も
なお戦争で苦しんでいる人達のことを忘れてはいけない、
と思うようになりました。
　あれから東南アジアはずいぶん発展しましたが、無知な
自分をこんな気持ちにしてくれたフィリピンワークキャン
プに感謝しています。これからも、多くの若者がこのワー
クキャンプに関わっていってもらいたいと考えています。

フィリピン アルバイ YMCA　ワークキャンプ参加者募集

活動内容
＊�アルバイＹＭＣＡ敷地内に、プレイグランドの遊具
や野外クッキング場の設置

＊現地の子どもたちやユースとの交流プログラム

募集要項
日  程：�2012年 2月20日（月）
　　　　　　　～2月27日（月）�7泊 8日
訪 問 地：�フィリピン・アルバイ州レガスピ市
受け入れ：�アルバイＹＭＣＡ
共  催：�名古屋ＹＭＣA・とちぎＹＭＣＡ
募集定員：�10名
引  率：�浅野�麻琴（名古屋ＹＭＣＡスタッフ）
対  象：�国際協力活動に興味のある18歳（大学生・専門学校生）
　　　　　以上で心身共に健康な方、ワークに耐えうる体力があること
　　　　　グループ活動において協調性があり異文化社会での生活に順応性がある方
参 加 費：135,000円
＊参加費に含まれるもの・渡航費（中部国際空港―マニラーレガスピ）　

　　　　　　　　　　　・現地滞在費（宿泊・食事・交通費）　　・ワークプロジェクト費の一部

＊参加費に含まれないもの・パスポート取得費・国内交通費・予防接種・旅行傷害保険料
　　　　　　　　　　　　・その他個人的にかかる費用

申込・問い合わせ先
　　　　　　　　　　名古屋ＹＭＣＡ�ボランティアセンター�坂本�清則

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

クリスマス献金にご協力を
　国際協力・青少年育成・地域奉
仕のためのクリスマス献金にご協
力ください。今年は特に、2 月に
実施されるフィリピン・アルバイ
YMCA でのワークキャンプ支援
と、震災で被災した盛岡・仙台・
茨城の各 YMCA の支援にも用い
られます。1 月末まで各 YMCA
窓口でお受けいたしております。
* ご遠方の方は郵便振込をご利用ください

▲佐々木悠花さんの作品

▲小島梨央さんの作品 見田歩美さんの作品▲

賞　　名 特 賞 入 賞 者 所　　属

愛知県教育委員会賞 横山　七海 長久手町立南中学校 2 年
岐阜県教育委員会賞 若園　歩峻 揖斐町立揖斐小学校 1 年
三重県教育委員会賞 佐々木　悠花 伊勢市立豊浜西小学校 1 年
名古屋市教育委員会賞 須永　拓磨 愛知教育大学附属名古屋小学校 3 年
朝日新聞社賞 永田　心 愛知教育大学附属名古屋小学校 3 年
　　　〃 岡田　響輝 名古屋市立汐路小学校 4 年
サクラクレパス賞 松村　幸晴 南山幼稚園（年長）
　　　〃 小島　梨央 師勝はなの樹幼稚園（年長）
名古屋東海ワイズメンズクラブ賞 西村　瑠馬 名古屋市立松栄小学校 5 年
　　　〃 舘　美里 刈谷市立小高原小学校 6 年
ＹＭＣＡ賞 伊藤　伊世奈 東邦高校 3 年
　　〃 水野　智美 名古屋市立日比野中学校 3 年
　　〃 見田　歩美 愛知県立名古屋南高校 1 年
　　〃 堀田　絋輝 江南幼稚園（年長）
　　〃 仲谷　幸一郎 知立市立知立東小学校 5 年
　　〃 高間　千聖 金城学院中学校 1 年
フレンドシップ賞 JEONG DA YEON ソウルＹＭＣＡ　5 歳
　　〃 KIM SEONG BIN ソウルＹＭＣＡ　6 歳
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　2012 年はどんな年でしょう。西暦（グレゴリオ暦）による日曜

日に始まる閏年という特別な年です。原則 28 年周期で回ってくる

ことになっており、前回は 1984 年でした。クリスチャンにとって

は、1 月 1 日まさに新年の礼拝から始まる 1 年となります。干支は

壬辰（みずのえ　たつ）、日本の元号ではもちろん平成 24 年です。

イスラム暦では 1433 年 2 月 6 日〜 1434 年 2 月 17 日、ユダヤ暦で

は 5772 年 4 月 6 日〜 5773 年 4 月 18 日にあたるそうです。

　世界最初の YMCA がロンドンに設立されてから 169 年、日本最

初の YMCA が東京に設立されて 133 年、最初の学生 YMCA が東

京大学にできて 125 年となります。名古屋 YMCA が設立されて

111 年、南山幼稚園が始まって 78 年の年となります。また YMCA

が生み出したバスケットボールが考案されて 121 年、同じくバレー

ボールが考案されてから 116 年になります。日本の YMCA が幼児

教育への取り組みを始めて 103 年、英語教育は 123 年、組織的な教

育キャンプへの取り組みでは 93 年の時が経過しました。

　さて 2012 年 3 月 11 日には、東日本大震災から 1 年を迎えます。

またアメリカ国勢調査局の推計で、3 月ごろ世界人口が 70 億人を

突破すると言われています。4 月熊本市が全国で 20 番目の政令指

定都市に移行。5 月には東京スカイツリーが開業予定です。また 5

月 20 日に日本で金環食が観測できるそうです。7 月ロンドンで第

30 回夏季オリンピック開催。7 月 30 日から明治生まれの人々は全

員 100 歳以上になります。2012 年は、アメリカ・ロシア・台湾・韓国・

フランスで大統領・総統選挙が予定されています。

　不安や不透明感が一部では懸念されていますが、2012 年が新し

い希望に満ちた 1 年になりますよう、名古屋 YMCA に関わる様々

な人たちから抱負やコメントをいただきました。

　名古屋 YMCA に集う子どもたち、会員の皆様、ボランティアの

皆さん、保護者の皆様、ともに新しい 1 年を歩み始めましょう。　

　皆様お一人おひとりの 1 年の抱負・目標は何ですか ?

「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

★南山サッカークラブ

福本　幸大くん（小学３年生）
サッカー全国大会頑張り

たいです！！

★名古屋ワイズメンズクラブ　

千賀　将さん
名古屋ワイズの若手としてワイズの
活動を盛り上げていきたいです！

★南山幼稚園教諭

細野　由美子先生
大人な女性になり

たいです。

★代官町２歳児総合・体操教室

湯浅　友貴くん（２歳）
おともだちをたくさんつくってあそびたい

湯浅　雄太くん（年長）
今年はさかあがりができるよう

になりたい！

★南山ファミリー YMCA
ボランティアリーダー

栗本　愛子さん（まっちゃリーダー）
来年も子どもに負けないくらい

思い切り楽しみます。

★名古屋ＹＭＣＡスタッフ

成瀬　祥子さん
常にスイッチオン！

元気では誰にも負けません。
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代官町〔継続〕
吉田　一誠　　吉田ゑま子　　渡辺　　孝　　鈴木　浩之
鈴木　誉三　　藤谷　一夫　　藤谷　久子　　秦　　智宏
鈴木　美子　　尾関めぐみ　　髙本　　雅　　田中　裕二
水谷　公亮　　橋口　隆生　　谷川　　修　　森　　愛美
柳　　芝恩　　岩瀬　康彦　　林　左希也　　中尾　陽子
山本　　徹　　山本　清子　　藤田　彰子　　横井　麻緒
南山〔継続〕
吉川　裕子　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

維持会員 　2011 年 11 月 16 日〜 12 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。

日時：2月１日（木）
　　　7時 45分～８時 30分
場所：名古屋YMCA（代官町）
奨励：未定です。
　　※�1 月の早天祈祷会はお

休みです。
■名古屋 YMCA
　　ボランティアセンター■

名古屋YMCA早天祈祷会　ワイズコーナー　1月例会の予定
名古屋 Date1 月 11 日（水）18：30 Place  名古屋 YMCA

　　　メンバー　2 分間スピーチ　〜今年の抱負〜
名古屋東海 Date 1 月 12 日（木）　18：45 Place  ラ・スース ANN

　　卓話「あなたに合ったゴルフスイングとは」
                                    吉村　禎次氏　元プロゴルファー ( 日本ゴルフツアー機構所属 )

名古屋南山 Date 1 月 14 日（木）19：00 Place 魚民
　　　新年会　　

名古屋プラザ Date 1 月 12 日（木）18：45 Place  名古屋 YMCA
　　震災支援について

名古屋グランパス Date   1 月 10 日（火）19：00 Place  名古屋 YMCA
　　卓話「富士登山報告」　阿部　一雄氏（名古屋グランパスワイズ）


