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代官町
〔継続〕	 柴田　勝義　　岡本　栄世　　オルソンキクチ三恵　　
	 伊藤　暢浩　　中山　惇雄　　遠藤恵美子　　大野　博昭
	 井上　剛志　　三口　妙子　　明比輝代彦　　秋重　　殉
	 尾崎　　信　　小澤　昭之　　小澤　順子　　磯部　　徹
〔新入〕	 重留まなみ　　近藤眞由美
南山
〔継続〕	 荒川　文門　　荒川まこと
〔新入〕	義井　裕子
ボランティア会員
〔新入〕	 榊原　崇志　　小林　　舞　　　　　　　　　　（敬称略）

名古屋 9 月 11 日（火）
18：30 〜 20：30  名古屋 YMCA 卓話「児童養護施設のお話」中央有鄰学院　植田　望 氏

名古屋東海 9 月 14 日（金）
18：45 〜 20：45  ラ・スース ANN 卓話「人を抱擁する空間」笠嶋淑恵氏（一級建築士・笠嶋建築工房）

名古屋南山 9 月 13 日（木）
19：00 〜 20：30 南山 YMCA リーダー感謝会

名古屋プラザ 9 月 8 日（土）
10：00 〜 名古屋 YMCA パレット・キッズ　スカイブルー　「つり体験」

名古屋グランパス 9 月 11 日（火）
19：00 〜 20：30 名古屋 YMCA 「ユースコンボケーション参加報告」　坂倉　央輝君

名古屋YMCA被災者支援プログラム

「Y わいファミリー！交流キャンプ」

　8 月 15 日から 17 日の 2 泊 3 日、
日和田キャンプ場で 5 家族 14 人の
参加者とともにキャンプを行いまし
た。みんなで野外炊事や川遊びをし
て楽しんだり、子ども達だけで虫取
りをしたりして過ごしました。大人
の時間には、愛知県に引っ越してき
てからの様々なお話しや、体験者にしか語れない、放射能汚染に対する国
や自治体の施策や対応への鋭い意見も語られました。
　また、キャンプファイヤーでみんなが一つになれたこと、その後の降る
ような星空を眺めたことなど、キャンプでしか味わえない時間を過ごすこ
とができました。
　このキャンプが子どもたちにとって、また家族にとっての良いリフレッ
シュの時となり、新たな関係づくりのきっかけとなれば幸いです。

中学生バスケットボール大会
　民間が主催する公式戦として
全国にも類を見ないこの大会は、
YMCAが願う社会教育としての
バスケットボールと、学校教育に
おける“部活”としてのバスケッ
トボールが一つとなったユニーク
な大会です。この大会は、現場の
先生方のボランティアによる運営
という大きな特徴があり、3 年生
にとっての最後の公式戦を大事に
したいという熱い思いが毎年伝わ
ってきます。
　男女合わせて 200 チームが参加
した今年の大会は、8 月 3 日から
8月 12 日にかけて行われ、以下の結果となりました。

　男子の部（第 56回）	 優勝　　名古屋市立南陽中学校

	 準優勝　名古屋市立植田中学校

	 ３位　　名古屋市立宝神中学校

　女子の部（第 42回）	 優勝　　名古屋市立若水中学校

	 準優勝　名古屋市立長良中学校

	 ３位　　名古屋市立神の倉中学校

　共に大会を主催していただいた名古屋ロータリークラブを始め、後援、
協賛をいただいた各団体、行政、民間の各位に心より感謝いたします。

チャリティーラン 2012　 11月10日（土）開催

　障がいのある子どもたちの野外活動、体育活動への参加支援を目的に、
今年もチャリティーランが開催されます。チームレースの他、幼児から成
人までの個人レースもあります。レースに参加し、走ることが支援につな
がります。奮ってご参加ください。
　詳しくは各YMCA窓口にお問い合わせください。

秋の根の上まつり　今年もみんなあつまれ !!
　オールド・ボーイ＆ガールには懐かしい、“根の上キャンプ場”での集いが今年も近づいてきました。
毎年秋は体育の日に開催されています。キャンプソングやハンドゲームを楽しんだ後は、皆で野外料
理に舌鼓。余興には有志によるミニコンサートやフラダンスが飛び出すことも。さて今年は何が登場
するかは、来てみてのお楽しみ！常連の方も久しぶりの方も、もちろん初めての方も大歓迎です。秋
の根の上高原の自然と、懐かしい仲間とのおしゃべりをお楽しみください。

日時：10月８日（月・祝）１０：３０～１５：００　＊現地集合・現地解散
場所：名古屋YMCA根の上キャンプ場（岐阜県中津川市大字手賀野字釜戸）	【車利用】…中央高速道路・恵那 IC より、キャンプ場まで約 30 分
　	 【JR 利用】…中央線恵那駅下車。駅からは送迎あります。　
参加費：大人　3,000 円　学生（高校生～大学生）1,500 円　小中学生 1,500 円　カップルの方 5,000 円　＊未就学児　無料

◎参加申込みおよび詳しいご案内はボランティアセンターまで。

　           　宝くじ協会テント助成

　今年も宝くじ協会より集会用テントを助成していた
だきました。ＹＭＣＡや南山幼稚園での屋外での活動
の際に使用させていただきます。7月に開催されまし
た『南山夏キャンプまつり』では、来場された皆さま
の休憩用テントとして使用させていただきました。

★南山特別プログラム★

　今年の南山ＹＭＣＡ秋の特別プログラム第一弾は、
９月 29 日（土）です！
　少しずつ涼しくなって活動しやすい季節ですね。ぜ
ひお友だちを誘ってご参加ください。
　※詳細は別途お手紙にてお知らせいたします。

日時：10月 2日（火）　7：45～ 8：30　
場所：名古屋YMCA　
奨励：日本キリスト教団熱田教会　小林光牧師（予定）■名古屋 YMCAボランティアセンター■

ワイズコーナー　9月例会の予定

名古屋YMCA早天祈祷会　

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

維持会員  　　2012 年 6 月 16 日〜 8 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。
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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

台湾より初めての日和田キャンプ場 !! 長期間駐在しました
　　　　　　　　　ICCPJ（国際キャンプカウンセラープログラム）参加者

劉 怡青さん（ニックネーム：みずきさん）

　私はキャンプ場でいろいろなことを体
験した。草刈りのようなつらかったこと
もあるし、キャンプ場の皆さんと一緒に
魚をつかんだり、山に登ったり、リーダ
ーたちと一緒に温泉にいったり、流れ星
をみたりして楽しいこともあった。
毎日の仕事は大変だったが、子どもたち
と一緒に遊ぶと疲れたのも忘れて、どん
どん元気がわいてきた。この一カ月で、
皆さんがやさしくて、どんなことでも教えてくれて、学校で学べないこともいっぱ
い学べた。ＩＣＣＰＪに参加して、日和田キャンプ場に来て、本当に良かったです。

　初めて YMCA の体操教室に参加して　

　　N2 期．よくばり No．3
棟近 良一くん（小 1）・　　　
ひかり（年長）さんのお母さん

　きっかけは兄、良一の家庭訪問で
した。先生が『体育の授業で逆上が
りが出来なくて、泣いていました。』
と。くやしかったのだろうと思い、
公園で練習していた頃、夏のプログ

ラムのパンフレットをいただき…これだ！！と思い、妹と二人で参加し
ました。
　実際通うことになって一番楽しかったのは、トランポリンの様でした。
『だんご虫ができたよ。』とか『トランポリン買って。』と言い、本当に
楽しそうで良かったです。

　リーダーとしての初キャンプ

榊原　崇志（とんぼリーダー）

　今年『にんにんキャンプ』と『レインボーキャンプ』に参加
しました。リーダーとして子どもたちと一緒にキャンプに行く
ということは今までになかったことであり、不安も大きく恐ら
く子どもたちと同じくらい緊張もしていました。ただ、いざ行

ってみると本当に楽しく子どもたちと過ごすことができて、とても良い経験となり
ました。今後ももっと色々なキャンプやプログラムに参加することで、新しいこと
を学んだり見たりすることがあると思います。その経験を生かし、もっと子どもた
ちが楽しめるキャンプをできるようにしていきたいです。

　小さな世界旅行　
　　B. エンジョイキャンプ　おんたけ登山に行こう !!

菱木　まい（小５）

　「いってきまーす！」
　私は楽しみな気持ちと不安な気持ちと
いっしょにお母さんに手をふった。最初
の電車の中では「しろくま」や「きいろ
いピエロ」など人なのかものなのかわけ

の分からない話に聞こえた。しかし三日目くらいからはその
意味がなんとなく分かってきた。
　私がキャンプで一番楽しかったことは、ホタルを見たこと
と、登山で頂上までいった時のたっせい感だ。ホタルをさい
しょに見たときは、ホタルじゃなくてなにかの動物の目に見
えた。キョメが「かい中電灯をけして」といったので私はす
ぐにかい中電灯をけした。するとぽっと小さなひかりが見え
た。私は心の中でぼそっと（キツネの目だ・・・）と言った。
するとその光が上下にゆれながらこっちへゆっくりとちかよ
ってきた。そしてとつぜんキョメが「ホ・タ・ル？」と言っ
た。私はホタルを見たことがなかったのですごく感動した。
たぶんこのことは大人になってもわすれないと思う。登山の
景しきは、のぼっていくほどきれいになるので、もっときれ
いな所がみたいからがんばろうと自分に言い聞かせてのぼっ
た。頂上のみずうみは、がんばった感とつかれた感がまじっ
て、たぶんみんなよりきれいにかんじたと思う。
　この一週間私はいろいろな国へ行った気分だった。名前を
つけるなら登山ランドや、ホタル島、沢登り共和国だと思う。
　私はまた、キャンプへいくことになったら、こんどはもっ
と大きな世界旅行をしてみたい。

　わいわい里山体けんにさんかして
　　わいわい里山体験　夏野菜収穫＆カレーづくり　

姉崎　萌亜（小 2）

おととい、25 日にはじめて里山体けんにさんかしま
した。
　やさいのとりかたを教えてもらったら、上手にで
きました。きらいなトマトは、いやだなと思ったけど、

カレーに入れたトマトはすごくおいしかったです。
　木の家は、わたしのうちみたいで気に入り、また行きたいです。
　おかあさんおとうさんたちがつくったナンは、すごくおいしくて、10
こぐらいたべました。
　おかあさんから、5じぐらいになると、いのししがきて、やさいをた
べるとおそわったので、いのししがどういうところからくるのか見てみ
たいです。いろんな花や虫がいていっぱいふれあったわたし。あやなち
ゃんとオオバコすもうや花でオオカミを作ってうれしかったな。
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はじめてのＹＭＣＡ 今月号では、この夏、それぞれの分野で初め
て YMCA プログラムへ参加された皆さま方
の様子をご紹介させていただきます。


