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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

　　　　　　　　　　　名古屋インターアクトクラブ　
椙山女学園高校 2 年生　　宮　崎　佑　佳

　私は今までに広島に行ったことが無く、本などからしか広島について知
りませんでした。ですが実際に行ってみると戦争の生々しさなどを間近に
感じました。
セミナーにはドイツ韓国、台湾の人たちがいて、言葉や考え方などは違う
けれど、広島に対する思いは同じなんだなと感じました。
グループで平和のシンボルを考えたとき、日本人よりも外国人の方が積極

的に意見を出していて、私も見習お
うと思いました。
グループで出た意見に「世界は、ま
だ平和ではない」という意見がとて
も凄いと思いました。日本だけでみ
ると平和かもしれないが、世界中を
見てみると今でも戦争をしている地
域があり、とても視野が広い意見だ
と思いました。

このセミナーに、トルーマン大統領の孫になるダニエルさんと、当時レー
ダー士だったヤコブ・ビーザーさんの孫になるアリさんのお話を聞けたの
がとても貴重な体験になりました。当時争っていた国の人が広島に来ると
いうのは、平和に向けて考えているからだと思いました。
　平和祈念式典の参加者がとても多くて驚きました。この日は毎年、原爆
が落ちた日のような晴れになるそうです。とても暑かったけれど、原爆は
これ以上熱いと思うと恐ろしく感じました。３日間は長いようで早く過ぎ
ていきました。やっと仲良くなれたころに帰らないといけないのでとても
残念でした。もっと色々な人と交流したかったです。とても忙しかったけ
ど楽しかったのでまた行きたいです。

　8月 20 ～ 24 日まで日韓ユースセミナープログラムを引率させて
いただきました。
　今回のプログラムには、高校生の近藤沙綾さん、大学生の今井千
尋さん、岩橋佳子さん、小林舞さん、村瀬美帆さんそしてアドバイ
ザーとして義井裕子さんの総勢 7名のグループでの参加となりまし
た。
　このプログラムは古くは 1964 年に始まり、大勢の日韓のユース
がお互いの国を行き来し、交流を深めたプログラムです。
　その後 1993 年に一端中断し、2007 年に名古屋ワイズメンズクラ
ブ 60 周年を記念して再開されました。それ以来毎年双方のYMCA
をユースが訪問し、学びと交流の時を持っています。
　毎年様々なテーマで行われていますが、今回は“過去・現在・未
来を体験しよう！語り合おう”というテーマで企画がされ、情報、
文化、歴史の学びを通して、お互いの国のことや、お互いのことを
理解する貴重な機会となりました。
　今回、受け入れをしてくださったソウルYMCAのスタッフ、韓
国ユースのメンバー、聖岩ワイズメンそしてプログラム実施にあた
りお支え頂いた全ての方に心より感謝いたします。

※今回参加したユ
ースメンバーのほ
っかほかの感想の
一部を掲載させて
頂きます。また詳
しい報告について
は、報告書作成の
上、皆さまにご報
告させて頂きます
のでお楽しみに。

セミナーに参加して　　　　　　　　　　　今　井　千　尋
　私にとって日韓ユースセミナーに参
加するのは２度目でした。昨年韓国の
みなさんに日本に来てもらい、広島の
原爆ドームを訪れ、互いの歴史の見え
方の違いをシェアすることができたと
共に、文化などで交流をすることがで
きました。そこで今回は、日本で知る
韓国ではなく、直接韓国の文化や歴史、
現状に触れたいと思い参加しました。
　初日は少し不安でしたが、次の日に韓国のみなさんに会ってからその不安はな
くなりました。一年ぶりに会うことができた友達や初めて会う友達、また、スタ
ッフの方々がとても親切にしてくださったおかげです。雨の関係で少し日程が変
わったりしましたが、私たちのために一生懸命予定を考えて下さっているのが伝
わって来ました。食事をする場所も参加者のみなさんが考えてくれたと聞いて本
当に嬉しく思いました。
　江華島では韓国と北朝鮮の歴史や現状を初めて目にしました。今までは考えな
かったことを、１つのプログラムをきっかけに“知りたい”と思ったり、“今後
どうすべきか”を考えるようになったりと、自分の中で大きな変化をもたらせて
くれたものになりました。私たちは異なる国に生まれ、異なる文化、異なる言語
など、多くのことで異なるものはあります。さらには政治的な問題など難しい問
題はあるけれども、できるところから一歩一歩、日韓の関係がよい方向へ向かっ
ていけたらと、いっそう強く思いました。そして何より私たちは日本人、韓国人
としての交流から、お互い同士が一人の友達でいられる関係が築けていけたらと
思います。
　５日間はあっという間でした。楽しく、また多くの学びもありました。また一
つよい方向へと近づけたのではないかと思っています。このようなユースセミナ
ーは今後も続けていくべきと強く思います。
�そして最後になりましたが、今回のセミナーに関わってくださった全ての人へ
の感謝でいっぱいです。このセミナーが、多くの人に支えられていることを感じ
ることができました。これらの経験を、これからの人生に活かしていくことがで
きたらと思っています。本当にありがとうございました。　　　　　　　　　　

日時：11月 1日（木）　7：45～ 8：30　
場所：名古屋YMCA　■名古屋 YMCAボランティアセンター■

名古屋YMCA早天祈祷会　

日韓ユースセミナー

国際青少年平和セミナー

東　田　美　保

679

NAGOYA YMCA NEWS



（昭和 27 年 5 月 13 日第三種郵便物認可）（月　刊）No.679（2）2012 年（平成 24 年）10 月 1 日 名 　 古 　 屋 　 青 　 年

　けったましーんず　　　　今　井　雄　介

　6月より活動をスタートした“チーム
けったましーんず”が 9/15 ～ 17 の 3
日間、琵琶湖1周にチャレンジしました。
　3 ～ 5 年生の 10 名が参加しました。
子どもたちをサポートするスタッフ・
リーダーは 5名でした。
　これまで積み重ねてきたことを確認
し、実際にスタートしたときの子ども達の心境は「やってやる！ 90％　でき
るかなぁ？ 10％」のような感じでした。
　天候にも恵まれ大きな怪我もなく、全員で琵琶湖 1周できたことに、喜びと
同時に達成感をみんなで分かち合いゴールで乾杯をしました。
　途中現地まで応援に駆けつけてくださった保護者の方、加藤総主事ありがと
うございました。
　また、自転車に関して知識のない私たちに様々なアドバイスをしていただい
た余語さん、ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いしま
す。

『琵琶湖一しゅうにチャレンジ』
３年　永　井　椋　也

　ぼくは、はじめて自転車で、琵琶湖一しゅうにチャ
レンジしました。今まで、あまり自転車にのっていな
かったけれど、本番までたくさん練習したので、南山
の坂ものぼれるようになりました。練習の時に、ごり
らリーダーにつっこまない事ときゅうブレーキをかけ
ないようにすることを注意されたので、それに気をつ
けてうんてんしました。
　本番では、ころんでけがもしたし、みんなについて行けなかった時もありま
した。でも、ぶじゴールができてほっとしました。とても気持ちがよかったです。
　これからもごりらリーダーに教えてもらったことや、自分で学んだ事をわす
れずに自転車をうんてんしていきたいです。

『楽しかったよ、けったましーんず』
３年　山　下　蒼　依

　わたしは、２泊３日で自転車でびわこを一周する、
けったましーんずにさんかしました。土曜日の朝７時
にいりなか駅を出発して、電車で長浜駅に行き、そ
こから自転車で知内浜オートキャンプ場に向かいまし
た。キャンプ場までの坂はとってもつらかったけど、
自分でけったましーんずに行くと決めたことだから、
坂を登るのをあきらめないでがんばりました。キャン
プ場についたらまずテントをたて、そのあとびわこであそびました。びわこの
水はあさい所はきれいだけどつめたくて、ふかい所はにごっていたけどあたた
かかったです。
　次の日、ホテルに向かうとちゅうでびわこ大橋をわたりました。少し急な坂
を登ったらすごく長い下り坂で、足をペダルからはなしてこぐと、とっても気
持ちよくなりました。びわこ大橋から見たけしきは、とてもきれいでした。
　みんなで走ってみて気づいたことは、前の人のペースに合わせるのがむずか
しいということです。でも、がんばってやってみたらなんとかできました。び
わこを一周して、つかれたけどとても楽しかったのでまた来年もさんかしたい
と思います。

　●チャリティーラン2012は11月10日（土）開催です●

　“参加費を払って走ることが、障がいのある子どもたちの支援に
なる”　チャリティーランの参加費は、障がいのある子どもたちの
野外活動やスポーツ活動への参加支援に用いられます。チーム単
位でなくてもチャリティーランには参加できます。今年はあなた
も、お子様もチャリティーランに参加しませんか。お申し込みは各
YMCA受付で行なっています。

個人レースの区分　　�幼児／小学低学年／小学高学年／中学生・高
校生・一般の部

個人レースの参加費　幼児～高校生　2,000 円　　一般　5,000 円

今年から全国共通の大会委員長に、オリンピックマラソンメダ
リストの有森裕子さんが就任されました！

　●チャリティーゴルフ大会●

　2012�年 11�月 23�日（金）はチャリティーゴルフの日！
今年もチャリティーゴルフを開催いたします。お楽しみに。
開 催 日　11�月 23�日（金・祝）集合時間 8�時 30�分
会 　 場　中部国際ゴルフ場　岐阜県可児市柿下 126�-�2　☎ 0574�-�64�-�1131
募集人員　28�名　　応募は申し込み定数達した時点で締め切り
参 加 費　3,000�円（一部チャリティーに寄付）プレイ費は各個人で精算
参加資格　ボランティア精神あればどなたでも
実行委員長　高田　廣　（名古屋プラザワイズメンズクラブ）

　●そっと人に寄り添う「こころのケアを考える」講習会●

　私たちの周りに、悩みや苦しみの中にいる人、被災を通して心に
傷を負った人はいませんか。こころのケアのための講習会では、私
たちが配慮すべきことを考え、「寄り添うケア」を実践できる行動
スキルを学びます。より多くの方のご参加をお待ちしています。
日 時　11�月 3�日（土・祝）13：00 ～ 17：00
場 所　名古屋YMCA

　●名古屋ＹＭＣＡ　秋の国際協力キャンペーン２０１２●

『心を届けよう』
　名古屋ＹＭＣＡでは、今年も秋の国際協力キャンペーンを実施い
たします。春には名古屋市内３ヶ所で街頭募金を実施し、たくさん
の会員のみなさまにご協力をいただきました。秋のキャンペーンで
は窓口にて募金のご協力をお願いしています。春の街頭募金に引き
続き、ラホールＹＭＣＡ小学校の支援や、東ティモールの平和な国
づくりを支援していきます。みなさまのご協力をお願いいたします。
　　
　●平和への願いが込められたクリスマスカード●

　平和への願いを込めたクリスマスカード作りを通して、世界の平
和と人々の幸せについて考えながら、手書きのクリスマスカードに
込められたみなさんの平和への思いをＹＭＣＡネットワークを通じ
て世界に届けます。昨年の優秀作品カードを窓口にてお求めいただ
けます。是非ご活用ください。

　●冬春シーズン到来！！今年の冬・春休みもＹＭＣＡのプログラムへ●

　ご参加ください。お楽しみ企画が盛り沢山です。詳しくはパンフ
レットをご覧ください。

代官町
〔継続〕菅沼　東平　　下村　展子　　林　　幸雄　　種村　芳枝
　　　山村　喜久　　川口　　恵　　長谷川和宏　　加藤　　渡
　　　加藤　瑞恵
南山
〔継続〕� 森本　征夫　　森本　こま
ボランティア会員
〔新入〕佐藤　　梓　　鶴田　紀子　　河合　皓太　　野村つかさ
　　　太田　貴恵　　石野　　幹　　　　　　　　　　（敬称略）

名古屋 10 月 9 日（火）
18：30 〜 20：30  名古屋 YMCA 西マジッククラブ　若松　景子先生

名古屋東海 10 月 12 日（金）
18：45 〜 20：45  ラ・スース ANN メンバーズスピーチ MAX　ユースと共に

名古屋南山 10 月 11 日（木）
19：00 〜 20：30 南山 YMCA 「2012 年日韓ユースセミナー」報告

 　　 報告者　東田　美保スタッフと参加リーダー

名古屋プラザ 10 月 11 日（木）
18：45 〜 20：45 名古屋 YMCA 卓話「地球環境問題とその対応」

名古屋グランパス 10 月 9 日（火）
19：00 〜 20：30 名古屋 YMCA 卓話「ヨーロッパ漫遊記」　松原誠、好香夫妻

ワイズコーナー　10 月例会の予定維持会員  　　2012 年 8 月 16 日〜 9 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。

INFORMATION

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


