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～アフガニスタン難民～

　2001 年９月 11 日に起こったテロ行動及び
その後の米国の軍事行動により、多くのアフ
ガニスタン国民がパキスタンへ逃れました。
今もテロ組織によって 10 歳前後の子どもた
ちが卑劣な手段により追い込まれ、テロ活動
に利用されています。パキスタン北部のラ
ホール市郊外の
マンゾール地区
の難民は、テン
トで暮らし、ゴ
ミ拾いなどで生
計を立てていま
す。

～YMCAの難民支援活動～

　2003年、日本の YMCAはラホール YMCA
と協力して小学校を開設しました。学校を運
営していく資金や制服・教材の提供といった
継続した支援が必要となります。
　学校の現状は、室内の教室は１クラスだけ
で、他のクラスは外にカーペットを敷いて授
業をするような環境です。給食も全員分の食
器が用意できずに使いまわして食べており、
衛生面の改善も必要な状況です。授業では母

国語・英語・算
数 な ど が 行 わ
れ、子どもたち
は目を輝かせて
学んでいます。
子どもたちがこ
こで学んだこと

は、将来自分が生きていくために役立ちます。
難民の子どもたちが教育を受けることは、い
のちをつなぐことになるのです。

～わたしたちができる支援～

『３００円』
　このお金は、現地で一人の子どもが１週間、
授業と給食と健康チェックを受けることがで
きる金額です。
『街頭募金』
　今年も名古屋 YMCA では春の街頭募金を実
施します。実際に街に出て多くの人に募金を
呼びかけます。集まった募金は、難民地区の
小学校支援として使わせていただきます。街
頭募金にはみなさんの力が必要です。たくさ
んの方のご参加とご協力をお願いいたします。

（受付窓口に設置してあります募金箱でも募
金を受け付けています。）

日　　程 ： 2012年５月27日（日）午後
募金場所 ： 栄・名古屋駅・金山（予定）

　※ 詳細は別途お手紙をご覧ください。

2012 年度チャリティーイベント

Yを愉しむ会
東日本大震災で被災したYMCA に対する支援を
目的としたチャリティーイベントを行います。
参加費の一部は、被災YMCA の支援を目的とし、
日本YMCA 同盟を通じて、使わせていただきます。
ご協力よろしくお願いいたします。

日　時： 2012年5月27日（日）
 18：30 〜20：00 頃

会　場： 名古屋YMCA（代官町）ロビー

申　込： 下記のいづれかの方法でお申込ください。
 電話（052）932-3366
 Fax　（052）932-5541
 メール　info@nagoya-ymca.or.jp

参加費： 差入れを持ってくる人 2,000 円
 差入れを持ってない人 3,000 円
 新しいお友だち 2,000 円

問合せ： 名古屋YMCA ボランティアセンター

2012 年名古屋YMCA

定期会員総会公示
本会会則第 7 章 27 条より、2012 年度定期会員
総会を招集します。

日　時：2012年 5月 31日（木）18：30～ 20：45
会　場：名古屋 YMCA　3 階会議室

テーマ　「分かち合おう !　Y の輝き」

開会礼拝

　第 1 部　永年継続会員感謝表彰
　　　　　ユースボランティア認証式
　第 2 部　議事
　　　　　① 2011 年度　
　　　　　　事業報告および会計報告
　　　　　② 2012 年度
　　　　　　事業方針および予算報告
　　　　　③常議員選挙結果報告
　　　　　④新常議員および改選常議員紹介
　第 3 部　会員のつどい
　　　　　「キャンソンの夕べ」
　　　　　  キャンソン＝キャンプソング

名古屋ＹＭＣＡ　春の国際協力募金

「あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。」 　
（マタイによる福音書　5 章 16 節）年間聖句
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NAGOYA YMCA NEWS

　名古屋YMCAでは今年も春の国際協力募金を実施いたします。
　今回の募金の使途は『アフガニスタン難民支援活動』です。YMCAでは難民生活をおく
るパキスタンのラホールに小学校を開設し、運営をしています。名古屋YMCAではその小
学校支援のための募金を行います。

代官町〔継続〕
下村　徹嗣　　伊左治　真　　深谷　　聡　　小林　純子
辻本　昌孝　　松井　　克　　池野　輝昭　　加藤　明宏
鈴木　武二　　鈴木　侯子　　五島　八郎　　島本　迪彦
鈴木　賢治

〔新人〕
中井　信幸　　中井　友香理
南山〔継続〕
小島とよ子　　山本　和子　　山本ひろ子　　後藤　貞子
森部世喜子　　吉田みどり　　久能木千穂　　田中　万寿
赤坂　雅子　　浅井　洋子　　川本　佳子　　水田　恵子
水田理絵子　　白木　直美　　鈴木　康弘　　鈴木　節子

（敬称略）

維持会員 　　　　　　2012 年 3 月 31 日〜 4 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。
YMCAでは毎月 1回、祈る時
を持っています。
どなたでも、お越しください。

日　時：5 月 1 日 ㈫　
　　　　7:45 ～ 8:30
場　所：名古屋 YMCA
　　　　　（代官町）
奨励者：鎌田　在弥 氏
　　　　（ 日本キリスト教団
    　　　　愛知守山教会牧師）

■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　5月例会の予定
名古屋 Date5 月 19 日（土）11：00 Place  根の上キャンプ場

　　バーベキュー大会　

名古屋東海 Date 5 月 10 日（木）18：45 Place  ラ・スース ANN

　　卓話「肺魚の話」　古明地　宏樹 氏　

名古屋南山 Date 5 月 10 日（木）18：30 Place  南山 YMCA

　　中部部会に備えて　準備会　　荒川　文門 氏（南山クラブ）

名古屋プラザ Date  5 月 10 日（木）18：45 Place  名古屋 YMCA

　　卓話「住職の話」　想念寺住職　渡辺　観永 氏 

名古屋グランパス Date  5 月 8 日（火）19：00 Place  名古屋 YMCA

　　卓話「タイココミュニケーション」　本多 taco-bow 正典 氏（パーカッショニスト）
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磯部　ゆか（南山幼稚園）

　新しく南山幼稚園の先生の一
人となりました、はな組の磯部
ゆかです。子どもたちと嬉しい
気持ち、楽しい気持ちを一緒に
感じていきたいです。
　まだ右も左も分かりませんが、子どもたちと一
緒に考え、また先生方に相談して成長していきた
いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

井上　美子（南山幼稚園）

　こんにちは。今年度から南山幼
稚園年少、ことり組の担任をさ
せていただきます井上美子です。
新任というにはとうが立ってい
ますが、その分 YMCA とのお付
き合いも長いんですよ。父が結
婚前に YMCA で英語を習ったことがきっかけで
キリスト教に入信し、そして今の私があります。
昨年度は預かり保育のスタッフとして、うんどう
かい・ＰＳにも招いて頂き、在園生・卒園生・保
護者・YMCA スタッフみなさんの輪がステキだ
なぁと羨ましく思いました。その願いが神さまに
届いたのでしょうか。子どもたち以上にドキドキ
わくわくですが、先輩のみなさまに助けていただ
き、子どもたちの前では落ち着いて、安全で楽し
い保育を心がけたいと思います。どうぞ、よろし
くお願いいたします。

重留　まなみ（名古屋 YMCA）

　初めまして。今年度、代官町
でスタッフになりました重留ま
なみと申します。中学生の頃か
ら毎週日曜日に名古屋市東区の
中京教会の礼拝に出席していま
す。学生時代はクワイアに入り、学内・教会等で
礼拝奉仕をさせて頂いていました。
　また外国語の勉強が大好きで、英語の他にスペ
イン語とフランス語を少しですが勉強していまし
た。日本とは異なる言葉や文化を学ぶことによっ
て国際理解と共に他者を理解しようとする心、異
なった意見を受け入れられる心を持つことができ
るようになります。
　今はまだ分からないことばかりでご迷惑をお掛
けしていますが、皆さんに認めて頂けるように一
生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。

西村　太一（南山ファミリー YMCA）

　今年度から南山 YMCA のス
タッフになりました西村太一で
す。小学生の時からサッカーを
続けていて、大学の途中から指
導に携わることもしてきました。
この経験を生かし、サッカーや
体操教室で関わる子どもたちにスポーツの楽しさ
を伝えていきながら、子どもの笑顔を第一に、楽
しく過ごしていきたいと思っています。どうぞ、
よろしくお願いいたします。

退職（3月 31日付）
吉田雅代、土江理花（南山ファミリー YMCA）
柳　芝恩、佐藤彰子（南山幼稚園）　

『伊賀の里　もくもくファームで
　　　　　いちごミルクパンづくり』

　春の気持ちのいい自然の中、みんなで楽しくパン作り
をしませんか？ ランチ付き＆大型バスでお出かけです !

　対　象：年中～小学6年生　定　員：40名
　費　用：会員及び南山幼稚園園児8,000円　
　　　　　友の会8,500円　一般9,000円
　受　付：5/7( 月 )10:00から電話予約開始　　
　　　　　南山YMCA
　　　　　052-831-6968・8271
　　※ 詳しくは別紙ご案内手紙をご覧ください。

　新しい年度が始まって、１カ月が経ちます。新しい学
年、新しい学校、新しいお友だちとの生活は楽しく過ご
すことができていますか？
　YMCAでは、今年度も新しいプログラム・楽しいプロ
グラムをたくさん企画していきます。どうぞお楽しみに。

　
　★今後の予定★
　スマイルキッズ第1弾 !!	 ６月　３日	（日）
　スマイルキッズ第2弾 !!	 ６月２４日	（日）
　スマイルファミリー第１弾 !!	 ７月１5日	（日）

　

※ 最新情報は名古屋 YMCA ホームページにも掲載予定です。是非ご
参加ください。

　昨年の９月に南三陸に行ったリーダー達の報告を聞き、私も行けることなら被災地に行きたい、
自分のできることをしたいと思いスタッフに相談をした。そして 3 月 21 日から 3 月 24 日まで
仙台市山元町に行くことなった。

　仙台に着き、仙台空港近辺、坂元駅、そして翌日
からお手伝いをする岩佐いちご農園を視察した。な
にも無い平地に私たちは言葉が出なかった。仙台
YMCA の方は、地震の様子をあたかもさっき起きた
ことのように、鮮明に話をしてくれた。
　主な活動は、いちご農園の手伝いだった。名古屋
にいる時のイメージとして、力仕事が主な活動だと
思っていた。だが、行ってみると、瓦礫などは片付
けられているところが多かった。私たちは小石や不
要物などを拾う作業をした。農園の方は『小さな作業
だけど、いちごを作るには大切な仕事なんだ。』と言っ
ていた。 4 日目には仙台 YMCA の活動に参加させて
もらった。初めて仙台の子どもたちと触れ合うため、
名古屋からのリーダー達は、楽しみな気持ちと、どう
接すれば良いかという不安でいっぱいだった。実際
会ってみると、子ども達はいたって元気！名古屋にい
る子どもと何の変わりもなかった。だが、一緒にいた
仙台 YMCA のスタッフが、私たちの為に子どもたち
に質問をしてくださった時、子どもたちは次々と地震
の時の事を普通に話し出し、私はどう答えていいのか
分からなくなった。
　子どもたちと別れて名古屋に戻る途中、『まだまだ
復興は終わってない。今度また必ずくる。』とリーダー
達と話した。今私たちにできる事は、この経験を忘れ
ずに伝えていき、名古屋に避難してきている方々にも
目を向けていくことだと思った。

新しいスタッフ紹介仙台市山元町ボランティア　
名古屋YMCAリーダー　村瀬　汐里

はっちゃんリーダー

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

2012
スマイルキッズ・ファミリー
＆サニーキッズのご案内

南山ＹＭＣＡ　
特別1dayプログラム
5月19日（土）


