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　イエス・キリストの十字架の死・復活・昇天。キリスト教は、
２千年前に起きた出来事を信じ、そこに、罪のゆるしと永遠の
命の約束を信じる世界です。
　簡単に「信じる」と書きましたが、そもそも、「信じる」と
はどういうことでしょう。
　「信」という字は、「人」に「言」と書きますが、人の言葉を
そのまま受け入れることを表しています。「信じる」とは、証
拠を確かめ納得することではなく、「人」の「言」をまるごと
受けとめることなのです。
　幼い子どもは親や周囲の言葉をそのまま信じます。が、大き
くなるに従い「信じる」が難しくなります。とは言え、自分の
世界の拡がりと共に他者との違いを見出したり、疑問を持って
真実を求めたり、成長の過程で信じられない心が育つことは決
して悪いとは言えません。しかも、「信じる」には相手の言い
なりになる側面があって、もしも「信じる」しかできないなら

「奴隷」のような従属的関係に陥りかねませんから、「信じられ
ず」に疑うことは、自分自身を自立させ自由にする側面もある
のです。
　 にもかかわらず、私達は

自分のことを「信じて
ほしい」と願い、他
者を「信じたい」

とも願います。「信じるしかない」
と決心する時すらあって、「信じ
る」ことを大切にしているのです。
疑う心を抱えつつ、それでも私達
は本気で「信じる」を大切にしてい
るのです。
　冒頭の言葉は、復活したイエス様が弟子
達に語られた言葉です。
　イエス様は、復活を信じられない弟子の心を否定な
さいませんでした。だから、「信じられない」け
れど「信じたい」心は安心できました。信じ
られないから「信じない」のではなく、信
じられないけれども「信じる」へ踏み出
した弟子達。彼らによって、キリスト教
は拡げられていったのです。
 信じられない心を抱えつつ、それでも信じ
ていく。新しい世界が始まっています。
　私達も皆と一緒に、一歩前へ踏み出しませんか。
　イースター、おめでとうございます。 　

　 　 　 　 　
　 　                  

　

イースター（主の復活日）を迎えて
「信じない者ではなく、信じる者になりなさい。」（ヨハネによる福音書 20 章 27 節より）　

　金
名古屋YMCA常議員　　

城学院中学校宗教主事　後藤田 典子

2012 年度はチャリティーイベント
を開催します !!

第1弾 5月27日 復活★Yを楽しむ会!!
（街頭募金のあとに実施します）

東日本被災者支援の為の様々なチャリティイベント
を継続して行なっていきます。

「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
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NAGOYA YMCA NEWS

代官町〔継続〕
河内　珠江　　丹羽　　卓　　加藤　朱美
斉藤　典子　　寺田　仁計　　寺田　純子
牧野　和博　　伊藤　克己　　相馬　静香
深川　　直　　鈴木　孝幸　　深谷　祐子
三口　大登　　三口あゆみ　　溝口キミ子
瀬口　昌久　　武田　尚子　　土屋　俶子
阿部　一雄　　荒川　恭次　　荒川　恒子
石原　邦利　　坂口　功祐　　佐藤　寿晃
信田伊知郎　　下村　明子　　高田　士嗣
服部　庄三　　早川　政人　　坂野　清治
松原　　誠　　三井　秀和　　八木　武志
久保田　啓　　　　　　　　　　（敬称略）

維持会員 　2012 年 2 月 8 日〜 3 月 21 日

維持会員としてのお支えを心より感謝申し上げます。

日　時：4 月 3 日㈫　7:45 ～ 8:30
場　所：名古屋 YMCA（代官町）
奨励者：加藤　明宏 氏（本会総主事）

主　催：名古屋キリスト教協議会
日　時：4月8日㈰　7：00～8：00
場　所：日本基督教団名古屋教会

（地下鉄名城線市役所駅下車④番出口を南へ徒歩3分

または桜通線久屋大通駅①番出口から北へ徒歩6分）

■名古屋 YMCAボランティアセンター■

お問い合わせは
名古屋 YMCAボランティアセンター
　　　　　　　　　　　　　まで

名古屋YMCA早天祈祷会　

2012 年
イースター合同早天礼拝　

ワイズコーナー　4月例会の予定
名古屋 Date4 月 11 日（水）18：30 Place  名古屋 YMCA

　　メネットナイト　

名古屋東海 Date 4 月 12 日（木）　18：45 Place  ラ・スース ANN

　　卓話「県外避難者の現状」　愛知県被災者センター 滝川　裕康 氏

名古屋南山 Date 4 月 12 日（木）19：00 Place  南山 YMCA

　　卓話「フィリピンワークキャンプ報告」　浅野　麻琴 （YMCA スタッフ）

名古屋プラザ Date  4 月 12 日（木）18：45 Place  名古屋 YMCA

　　卓話「月報の作り方・文章の書き方」　櫛田　守隆 氏 （名古屋プラザ）

名古屋グランパス Date   4 月 10 日（火）19：00 Place  名古屋 YMCA

　　卓話「フィリピンワークキャンプに参加して」　小林　舞さん（ユースリーダー）
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　　　　副団長／とちぎ YMCA スタッフ

福田　真知子（クマ）
　アルバイ YMCA の最終日 2 月 26 日、フィリ
ピン YMCA 同盟総主事、タビロ・タブコム氏を
はじめ来賓の方々列席の中、アルバイ YMCA の
認証式が厳かに執り行われました。自然災害の為
に長く活動休止の状態だった事を思えば、この日
は、関係者にとっては、特別な日だったに違い有
りません。アルバイ YMCA の新しい歴史の幕開
けに、少しでも役にたてたのではないかと安堵す
ると共に、この特別なセレモニーに同席出来た喜
びと誇りを今もかみしめています。

　　　　名古屋 YMCA 野外活動リーダー
小林　舞（ちょっぷ）

　人と、地域と、国と、たくさんのつながりがこ
のキャンプにはありました。私は昨年、現地調査
にも参加し、そこでたくさんの人と出会いました。
そして今回、彼らと再会することができ、また共
に活動できることに大きな喜びを感じました。韓
国やフィリピンのリーダーとの文化交流、スポー
ツ大会、ワーク、全てのプログラムを通して、新
たなつながりができました。これを大切にしてい
くのと同時に、更なるつながりを作っていきたい
です。

　　　　京都大学 YMCA
中島　敬之（たこやき）

　今回のキャンプはワークと名がついていました
が、思ったよりもワークの量が少なかったために、
考えさせられることが多かったです。なぜ遠い日
本からキャンプをしに行ったのか？私たちは現地
で何を学べばいいのか？このキャンプの意味がな
かなか分からず、自分の中では非常に迷走しまし
たが、このようなことを一人一人が考え続けるこ
とが、次回のキャンプへ大きな意味を持つのでは
ないでしょうか。

　　　　南山ファミリ -YMCA 野外活動リーダー
清水　仁花（ベル）

　私は英語が苦手なので、今回のワークキャンプ
で受け身になってしまわないか不安でした。し
かし、ウェルカムパーティーで名古屋
YMCA からの挨拶をやらせていた
だく事ができました。緊張したけ
れど、貴重な経験をさせてくだ
さったまこばリーダーと福田さ
んには、とても感謝しています。
ワークキャンプを通して現地の
青年たちとの交流も本当に楽し
く、自分も成長できたと思います。
これからも、ここでの経験を生かし
ていきたいです。

　　　　清泉女子大学 YMCA
三田　麻以佳（マカロン）

　　今回、私は初めて海外のワークキャンプに参加しまし
た。現地では同年代のユースとペアを組み、ワーク

や文化紹介（実際にカレーや巻き寿司を作ったり、
浴衣を着て見せたり）をする中で交流を深めて
いきました。言葉を教え合ったり、ちょっと
したことで笑い合えたりできたことが本当に
嬉しかったです。言葉の壁もありましたが、
フィリピンの方々の“輝く笑顔”と“暖かさ”
にとても助けられ、充実した一週間を過ごすこ

とができました。

　　　　団長／名古屋 YMCA スタッフ
浅野　麻琴（まこば）

　2 月 20 日から 27 日までの期間、名古屋 YMCA・と
ちぎ YMCA 共催で 11 名のメンバーと共にフィリピン
のルソン島南部にあるアルバイ YMCA へ行かせていた
だきました。ここは、2006 年にマヨン火山の噴火と直
後の台風により、大きな被害を受けた場所です。今回の
キャンプは、施設内に子どもや地域の方が集えるような
施設を作ることと、フィリピン・アメリカ・韓国のユー
スとの国際交流が大きな目的でした。
　アルバイ YMCA はスタッフが 2 名で、事務所以外の
使える施設がなく、普段は場所を変えて活動したり、行
政と一緒に地元の教育にあたるなどしている YMCA で
す。
　新しく建設した施設は、小さな広場に屋根がある程度
のものですが、私たちは新しい遊具や壁にペンキを塗っ
たり、整地して草を植えたりしました。言われたことを
こなすのではなく、言葉の違う学生同士が「どうしたら
子どもたちが喜ぶか」「どんなテーマを持って植林して
いくか」など話をしながらワークに励みました。出来上
がりはまさに、国際文化を上手くミックスさせた場所に
なりました。この施設は「Y

ユ ー ス
outh　A

ア ベ ニ ュ ー
venue」と名付け

られました。しばらく活動していなかったこの土地で、
これから様々なプログラムが行なわれることでしょう。
また、新たにプログラムを開始するにあたり、「どのよ
うに子どもと関わり」「どのような楽しいプログラムが
できるか」などを、ゲームや歌を通して共に学ぶことが
できたのは良かったと思います。
　最終日には、フィリピンＹＭＣＡ同盟の方々や、地域
の方が集まって「アルバイＹＭＣＡの認証式」が行われ
ました。ここから始まる新たな 1 ページに関われたこと
に感謝します。そして最後に「手形」を取りました。こ
れは記念だけのものではなく、「将来はこの若者の手に
かかっているのよ」とのアルバイの女性総主事の言葉が、
私の胸に強く響きました。たくさんの人々がこの場所で
交流することで、世界に目を向け豊かな関係が築けます
ようにと願っています。
　最後になりましたが、このワークキャンプのために募
金をしてくださった方々、そして暖かく見守ってくだ
さったワイズメンズクラブの皆様に、心より感謝をいた
します。

　　　　とちぎ YMCA
松崎　千里（ミル）

　このキャンプでは、人や文化の交流、繋がりの
大切さを改めて感じることが出来ました。アルバ
イ YMCA のユースたちと出会えたことで、元々
興味があった国際協力に対しての見方が変わりま
した。このキャンプをきっかけに、国際協力に積
極的に参加してみようと思えるようになりまし
た。同時に、国内での地域協力やボランティアな
どにも関わって
いきたいと思っ
て い ま す。 こ の
時期にフィリピ
ンに行けたこと
はとても有意義
でした。

　　　　とちぎ YMCA　立教大学学生 YMCA
小林　和正（やと）

　フィリピンでは実に多くの体験をする事ができ
ました。ワーク、ホームステイ、現地の人々との
交流など、内容は多岐にわたりますが、共通して
言えるのは、日本では体験することが出来ないと
いうことです。確かにインターネットなどを見る
などして情報を得ることはできますが、百聞は一
見にしかずという言葉の通りで、実際に経験した
フィリピンの日々はそれとは全然違う、血が通っ
たもので、自分の立ち位置を再認識することがで
きました。参加できて本当によかったです。

　　　　名古屋 YMCA インターアクト副顧問
石原　なる美（みんみん）

　悠然とそびえる Legazpi のシンボル、マヨン
火山のように大らかで、頼りになる素敵なアルバ
イ YMCA の人々と共に、充実した 7 日間を過ご
しました。特に、主体性を持ち積極的に行動する
学生の姿が印象的でした。“Philippines'　version

（フィリピン流改作）”と、必要な物は今ある物か
ら創りだす姿勢や、自分が感じた事を躊躇せず提
案する積極性など、見習うべき事が多く、楽しく
も濃いワークキャンプとなりました。

　　　　清泉女子大学 YMCA
島田　奈緒（メロ）

　私は今までフィリピンに対して、とても貧しい
国というイメージを強く持っていました。しかし
実際のフィリピンは、気候も温暖で人々も優しく、
フレンドリーな方が多いとても素敵な国でした。
私はワークキャンプというものに初めて参加し、
不慣れなことや分からないことが多く大変だった
ことも多々ありますが、参加しなかったら決して
得ることのできなかった貴重な体験をすることが
できたと思います。

　　　　とちぎ YMCA　　　
福田　義法（よっしー）

　初海外・初ワークキャンプで体調が悪くなり、
英語もほとんど分からなかったけれど、日本の
キャンパーの人たちにも助けられ、現地の人たち
との触れ合いやコミニケーションもとれ、貴重
な体験・経験をさせていただきました。さすが
YMCA の活動です。

大空に100余枚の凧が揚がりました
　去る３月11日（日）、愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で、東日本大震災
１周年の追悼と支援の気持ちを込めた凧揚げが行なわれました。この企画は元名
古屋グランパスワイズメンズクラブの奈良昭彦さん
の呼びかけに応じたもので、全国 23か所と海外５か
国でも、この日一斉に凧が揚げられました。当日は
天候にも恵まれ、愛知では約 100家族が白い凧を次々
に揚げて、愛知と東北の空をつなぎました。
　午後２時 46分、全員で黙とうを捧げ、被災地への
思いを新たにしました。
　※支援募金 9,438円が寄託されました。

練習の成果を！「朗読発表会」開催
　日頃、名古屋ＹＭＣＡで朗読を学んでいる 21 名と、
日野原重明新老人の会の朗読サークルの皆さん 14 名に
よる、毎年恒例の朗読発表会が、３月 25 日（日）名古
屋 YMCA ３階ホールを会場に行なわれました。文学
作品あり、詩あり、散文ありと、多様なジャンルの作品が次々と朗読され、
音声表現の奥の深さに会場は魅了されていました。
※支援募金　21,460 円が寄託されました。

　これから朗読をやってみたいと思われる方はぜひ、第２・第４木曜日の午
前に開講されている講座にご参加ください。指導は近藤よし惠先生です。詳
しくは名古屋 YMCA までお問い合わせください。

フィリピン アルバイ YMCA
ワークキャンプ
2012 年 2 月 20 日～ 27 日

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


