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代官町〔継続〕
嶋﨑　英子　　徳田　　望　　桐山　　潤　　桐山　恵子　　安細　好子　　大島孝三郎
後藤田典子　　寺本　英郎　　坂本　康信　　坂本みよ子　　西村　　清　　西村　牧子
笠井　康助　　仲村ゆかり　　石井かな子　　中野　美幸　　磯谷美栄子　　加藤　久雄
夏目　和良　　高橋　典子　　長田　康志　　磯部　裕幸　　磯部真知子　　平尾　　泉　
山口　栄三　　鈴木　良洋　　塩田　　保　　小澤　幸男　　高田　　廣　　阿部　美男
阿部珂久子　　浅井　秀明　　渡辺　真悟　　鈴木誠一郎
南山〔継続〕　  今村　敦司
ボランティア会員〔新入〕　　  木村　美帆　　奥田　奈美　　伊藤　綾花　　　（敬称略）
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「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

　法人改革によって、今の形式の総会としては最後の総会となるかもしれない 2012 年度定期会員総

会が、５月 31日（木）午後６時 30 分より開かれました。開会礼拝での田口牧師の奨励、“あなたがた

の光を人々の前に輝かしなさい”が深い感銘を受けるものでした。

　例年に比べますと、熟年会員が半分、若いユースボランティアが半分を占めるような参加者でし

た。それもこれも、キャンプソングで世代を超えた交流をしようという第３部のとりくみ故と思われ

ます。総会案内に合わせて、それぞれ忘れられないキャンプソングは何かアンケートをとらせてもら

いました。意外だったのは、昔から歌われているキャンソン（キャンプソングの略称で、山本　徹準

備委員の命名）で、今でも歌われている歌があるとのこと。その代表歌が「われはふくろう」でしょ

うか。私自身、YMCA のキャンソンで一番記憶に残る歌でした。また、昔歌われた「ハイヅカ」を

山本準備委員が披露したのですが、ユースメンバーの評判がとても良く、この「キャンソンの交流会」

だけでも再度実施したいとの意見がユースメンバーから聞かれました。残念なことは、永年会員感謝

表彰の受賞者の参加がなかったこと。会員総会が、今後とも開催されるとしたら、やはり老いも若き

も YMCA につらなる者たちが一堂に会し、YMCA 魂を確認、共有する場となることを切望します。

　5月 31日（木）に 2012 年度定期会員総会
が開かれ、会員の方、リーダー、スタッフ
65 名が YMCA に集いました。開会礼拝で
は、日本基督教団桜山教会田口博之先生よ
り『あなたがたは世の光である』という力
強いメッセージを頂きました。第 1 部では
全国 YMCA ユースリーダーの認証式を行
い、認証を受けたリーダー達が、これからの意気込みをスピーチし、成長した姿を見る事ができました。
　第 3 部では、『キャンソンの夕べ』と題して、みなさんで新旧のキャンプソングを歌いました。懐
かしい T シャツや写真を持ち寄って、そしてみんなでキャンプソングを歌って、短い時間でしたが楽
しい交流の時を持つことができました。ただ単に歌を共有しただけでなく、YMCA の楽しい（楽し

かった）キャンプの思い出やいつまでも変わらないキャン
プへの思いを共有できたように思います。
　最後になりますが、この総会の企画準備から実施まで、
ご協力いただきました荒川恒子さん（常議員）、藤田瑠美さ
ん（維持会員）、山本徹さん（常議員）、水谷公亮さん（維
持会員）、伊藤綾花さん（リーダー）、岩橋佳子さん（リー
ダー）、田中大雄君（リーダー）、そして委員長をおつとめ
頂きました谷川修さん（常議員）に心より感謝いたします。

日時：7 月 3 日（火）　7：45 ～ 8：30　
場所：名古屋 YMCA　
奨励：日本基督教団　金城教会　木下　喜也　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　

準 備 委 員 長 　谷　川　　修　　
（常議員／名古屋ワイズメンズクラブ）小澤　幸男　氏

常議員
名古屋プラザワイズメンズクラブ
小澤金属工業㈱

下村　徹嗣　氏
常議員・理事
日本基督教団津示路教会牧師

寺田　仁計　氏
常議員・副理事長
名古屋ワイズメンズクラブ
日本基督教団名古屋新生教会牧師

橋爪　良和　氏
常議員
名古屋東海ワイズメンズクラブ
㈱林経新聞社

深谷　　聡　氏
常議員・理事
名古屋ワイズメンズクラブ
日本聖公会聖マルコ教会
東海窯業原料㈱

三口　大登　氏
常議員
日本基督教団熱田教会
㈱ナゴヤ保缶化学工業社

以下の方々が会員総会で、名古屋 YMCAの新常議
員として選出されました。

2012 年度永年会員表彰者　（敬称略）	

《20年感謝》	鈴木　賢治	 土屋　俶子	 野村　　潔
《30年感謝》	 	桐山　恵子	 鈴木　美子	 藤谷　一夫	

福田　忠徳
《40年感謝》	池野　輝昭
《50年感謝》	寺本　英郎

今井　千尋	 ぼう
大鐘里恵奈	 あんこ
大谷　梨歌	 うさ
岡本あや乃	 まつげ
後藤　千恵	 リック
小林　　舞	 チョップ
斎　知恵子	 クッピー
嵯峨　良典	 スミス
佐藤　　梓	 コーラ

瀬川　恵未	 カーネル
千賀　あや	 ハート
楯　　安里	 ペコ
寺田　拓真	 くま
眞弓紗庸子	 おかぴー
水谷　　彩	 しま
村瀬　汐里	 はっちゃん
横田　幸大	 あつろー
若林　将太	 キング

2011 年度
日本 YMCAユースボランティア認証者（敬称略）
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2012年度 定期会員総会

維持会員  　　2012 年 5 月 16 日〜 6 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。

2012年度新常議員紹介
（アイウエオ順） キャンプソングで世代を超えた交流

2012 年度定期会員総会の担当者として関って



（昭和 27 年 5 月 13 日第三種郵便物認可）（月　刊）No.677（2）2012 年（平成 23 年）7 月 1 日 名 　 古 　 屋 　 青 　 年

名古屋 定期総会 7 月 10 日（火）19：00  名古屋 YMCA

名古屋東海 第 45 回総会（裸の会）7 月 7 日（土）〜 7 月 8 日（日）  オテル・ド・マロニエ内海温泉

名古屋南山 定期総会 7 月 12 日（木）19：00 南山 YMCA

名古屋プラザ 新年度クラブ総会 7 月 12 日（木）18：45 名古屋 YMCA

名古屋グランパス 一泊例会 6 月 30 日（土）〜 7 月 1 日（日） 淡路島

 名古屋 YMCA の東日本大震災支援の取り組み

　昨年 3 月以降、今年の 3 月末までに名古屋 YMCA に寄せられた支援
募金は 8,755,459 円に上りました。そのうち 4,082,504 円は日本 YMCA
同盟に送られ、全世界からの支援金と合わせて被災地支援に用いられて
います。また、1,960,751 円を名古屋 YMCA 独自の支援活動に用いさせ
ていただきました。残る 2,712,204 円は、今後支援を継続していくため
にお預かりしています。
　名古屋 YMCA は、これからも被災地ならびに被災者の方々への支援
活動を続けてまいります。引き続き、皆様のご支援ご協力をお願いいた
します。

日和田キャンプ場　運営ボランティア募集 !!
　今年も日和田キャンプ場をオープンし、キャンプ場に
は多くの子どもたちがやってきます。キャンプ中には様々
なプログラムを行い、そしてまた子どもたちが安全にプ
ログラムを行うことができるように、環境整備を期間中
通して行います。
　キャンプ期間中に、駐在しているスタッフとリーダー
と共に、汗を流して頂ける方大募集します。まだ日和田にいらっしゃったことがない方、
子どもたちの為にひと肌脱いでもいいと言ってくださる方、趣味やお仕事を活かしての
ボランティアをしてくださる方、お待ちしています。
期間：７月 21日（土）～８月 29日（水）までの開設期間中※短期間でも構いません。
お仕事：環境整備・キッチン・プログラムサポートなどなど
お問い合わせ：名古屋（代官町）　東田美保　　南山　中井信幸　TEL:052-932-3366

　名古屋 YMCA では、全国の YMCA、台湾 YMCA、との協力の中で、
青少年の育成プログラムとして 2007 年より毎年ユースキャンプカウ
ンセラーの受け入れを行っています。
　今年も台湾 YMCA でトレーニングを受けたユース 36 名が全国の
YMCA キャンプ場で 7 月 17 日～ 8 月 17 日までの 1 ヶ月間様々な経験、
体験をします。名古屋には 2 名のキャンパーがやってきます。キャン
プ場では、子どもたちを受け入れるための準備をキャンプ場スタッフ
と共に行い、またキャンプ期間中は、プログラムのサポートを行いま
す。二人は、7 月 17 日に来日し、20 日までの間名古屋に滞在します。
　つきましては名古屋で過ごす間のホストファミリーを募集致します。
多様な価値観や文化を共有できる貴重な体験の機会です。是非ご協力
頂きますようお願い致します。

2012 年度キャンプカウンセラープログラム参加者
陳 冠蓁さん（ﾆｯｸﾈｰﾑ：まなか）　21 歳　女性
劉 怡青さん（ﾆｯｸﾈｰﾑ：みずき）　21 歳　女性

二人とも大学で日本語の勉強しており、日本語でのコミュニケーションがとれます。
《お願い》
●  7 月 18 日（水）夕方～ 20 日（金）朝までの 2 泊の参加者のホームスティ
● ホストファミリーのご負担として、基本 3 度（朝・昼・夜）の食事および生活のス

ペースのご提供をお願いします。普段の生活をご家族と同じように体験させて頂け
れば結構です。

● 18 日（水）および 20 日（金）の名古屋 YMCA までの送迎
■ ホストファミリーとしてご協力頂ける方がいらっしゃいましたら下記連絡先までご

連絡お願い致します。
　　　連絡先：名古屋 YMCA　TEL 052-932-3366　（担当：東田美保）

 名古屋 YMCA 独自の支援実績
 ‘11 年 4 月  仙台市宮城野区ボランティ

アセンターのコーディネー
ターとしてスタッフ派遣

 5 月 同上第 2 陣スタッフ派遣。
 7 月 盛岡市および仙台市へユースボランティア派遣
 8 月  県外避難中の子どもたちを、名古屋 YMCA 夏期プログラ

ムに招待
 〃  日和田キャンプ場に福島の子どもたちをスタッフが送迎
 9 月  南三陸町の子どもたちのための一泊キャンプにリーダーを

派遣（4 名）
 12 月  県外避難中の子どもたちを名古屋 YMCA 冬期プログラム

に招待
 ‘12 年 3 月  宮城県山元町のいちご農園復旧支援にユースボランティア

を派遣（6 名）
＊ この他、県内各地での被災者の集いに、託児ボランティアを派遣して

います。

　快晴に恵まれた５月 27 日（日）に名古屋
YMCA 街頭募金を実施しました。当日はた
くさんのお友だちや保護者の方、ワイズメ
ン・リーダー・スタッフ総勢 85 名で募金活
動をしました。今回の募金は、YMCA がア
フガン難民のためにラホールに開設した小
学校支援に使われます。募金活動をする前にはリーダーと一緒に、小学校の様子やどん
なことに募金が使われるのかなど、クイズ形式で確認をしました。今回の募金は栄（三
越周辺）・名古屋駅（名鉄百貨店前）・金山駅にて行いました。実際に街に出るとたく
さんの人がいます。そこで大きな声を出すことは少し勇気のいること…。それでもみ
んな頑張って大きな声を出して募金を呼び掛けてくれました。世界の困っているお友
だちが笑顔になれるように…名古屋 YMCA に集う私たちは、その笑顔を届けるために

今回街頭募金を実施しました。これからも自分た
ちにできることを考え、YMCA のみんなと一緒
に活動をしていきたいと思います。街頭募金に参
加してくださった方、参加ができなくて募金をし
て下さった方、ご協力に感謝いたします。今後も
YMCA の国際協力にご協力をお願いいたします。

名古屋 YMCA 中学生バスケットボール大会
　今年も“中バス”の季節がやってきます。男子の部は第 56 回、女
子の部（ロータリー杯争奪）は第 42 回となります。今年は男子 95 校、
女子 105 校が参加し、8 月 3 日（金）から 8 月 12 日（日）（途中 8 月 5 日、
8 日、9 日を除く）の間、中村スポーツセンターをはじめ計 10 会場で
熱戦を繰り広げます。どなたでも入場できますので、お近くの会場で
若さあふれるプレーに声援をお送りください！

開会式（8 月 3 日）　中村 SC　決勝戦・閉会式（8 月 12 日）　
東 SC 名東 SC、緑 SC、露橋 SC、枇杷島 SC、北 SC、千種 SC、守山
SC、市体育館　　〈SC＝スポーツセンター〉
※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。

 Ｙ を 愉 し む 会

　５月 27 日（日）国際協力街頭募金終了後、Ｙを愉しむ
会を開催しました。今年度は、東日本大震災で被災した
YMCA 支援を目的としたチャリティーイベントとして行
うことになり、その第一歩としての開催でした。今回は、

「今後どのようなチャリティーイベントを行うことができ
るか？」をテーマにしたディスカッションの場を設け、
様々なアイデアをみなさんからいただきました。その内容をご紹介いたします。
　【チャリティーイベント案】
　チャリティー農業、チャリティービアガーデン、チャリティーボジョレーワイン会、
チャリティーウォーク、自慢話大会、チャリティーサッカー、フリーマーケット（バ
ザー）、ボウリング大会、クリスマスカード販売、ジジババプログラム、長者町かる
た大会、代官町夏まつり、育じいと子どものプログラム・・・・、などなど。

　今回の「Ｙを愉しむ会」にご参加いただき、ご協力いただいた募金は、19,000 円とな
りました。ありがとうございました。

ワイズコーナー　7月例会の予定

ホストファミリー募集 7月
18日 19日

20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

★ 街頭募金のご報告 ★


