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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

クリスマスキャロル
  in JR セントラルタワーズ

名古屋ワイズメンズクラブ		小尾雅彦

　名古屋 YMCA クリスマスキャロル in JR セントラルタワーズの
行事は、今年度で 10 回目を迎えます。毎年、12 月 23 日の夜、JR
名古屋駅タワーズガーデンを会場に、一般公募で集まったサンタ衣
装の聖歌隊百数十名と、この会場に集まった聴衆と一緒にクリスマ
スキャロルを歌うイベントを続けてきました。通りすがり、配られ
た歌詞カードで「よく知っている曲なので歌います」とか、初めて
キャロルを歌う人など含め、聖歌隊と一つとなり歌声は大きなうね
りとなり寒い夜空の中、楽しさ、安らぎ、喜び、潤いの空間を与
えられました。そしてこの会場が YMCA に繋がっていた OB、OG
の人達との交わりの場ともなり、多くの人達とキャロルを讃美する
ことでキリスト降誕の喜びを共有することが出来てきました。
　キリスト教徒にとって最大の行事、キリストの生誕を祝うクリス
マス。信徒は正しく教会で讃美し祝うことが出来ますが、一般の祭
り好きな多くの人達は、食べたり飲んだり騒いだりして、それをク
リスマスとして過ごしてしまっています。普通、教会と接点を持た
ない多くの人達は、クリスマスキャロル・讃美歌など聴くチャンス
は多くあっても、歌うとなるとなかなか機会は限られています。こ

のような中、人々と一緒に抵抗なくクリスマスキャロルを歌う場を
持つ事が可能なのは、教会ではない YMCA が行うことが出来るも
のの一つです。
　この小さな行事を通し、聖歌隊員として参加する人、ボランティ
アで関わる人、聴衆で参加する人、それら総ての関わった人々にキ
リスト教を理解していただく機会でもあり、YMCA を知ってもら
う一端であればと願ってきました。
　これまで延べ 1000 人以上の人が聖歌隊員として参加、この企画
のために数百人の奉仕者の方々（ワイズメンズクラブ、学生ボラン
ティア、YMCA 維持会員、YMCA スタッフ）などの支援の上に成
り立ってきました。更に、ここまで回数を重ねることが出来たの
は、合唱指導の声楽家橋爪圭子氏、電子楽器演奏家安井正規氏の
協力が大きな力でした。今後も名古屋の冬の風物詩として、そし
て YMCA の使命である、多くの人々が神に在って「一つになる」
ための小さなイベントとして、
永く続けられること
を祈念します。

10 年目のキャロル
ソプラノ歌手・本会維持会員　橋爪圭子　　　　

　2003 年から始まったタワーズクリスマスキャロルが今年、記念
すべき 10 回目を迎えます。12 月 23 日夕方にタワーズガーデン前
に毎年現れるサンタクロース姿 100 名余りの合唱隊はなかなか壮観
で、電子オルガンの美しい旋律とともに師走の名古屋駅前での風物
詩として、少しずつ市民の皆さんにも馴染んで頂いているように思
います。
　1 年目の合唱隊は 70 名余り。人気を集めるタワーズのイルミネー
ションの前で歌うという華やかさもあって、少しずつ参加者が増
え 150 名を超える参加者の年もありました。合唱の練習は上前津の
YMCA 会館内で始まり、移転後は名古屋中央教会をお借りして現
在まで続いています。練習は夕方からの 4 回で、十分ではありませ

んし、会場
が屋外で、き
れいなハーモニー
を目指しても、声があち
こちに散らばるなど、なかなか思うように任せません。それでも仕
事や家事でお忙しい皆さんは時間をやりくりして練習に参加し、寒
い中を一生懸命に歌っています。そして、このイベントを裏から支
えてくれるボランティアやスタッフの努力も欠かせません。これら
すべてが 10 年続けられた原動力であり、YMCA の力だと思います。
皆さんに、心から感謝申し上げます。
　サンタ姿で歩く合唱団を見て、道行く人が「若いサンタがいない
ね」と呟やく声を聞きます。若い人たちに、もっと参加してもらい、
これからも名古屋 YMCA の師走の伝統行事として、ずっと引き継
がれていくことを心から望んでいます。
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“タスポニー”が国体デモスポーツに !

　“タスポニー”が 9 月 30 日から岐阜県内
で開催された第 67 回岐阜清流国体のデモス
ポーツとして、正式にエントリーしました。
バスケットボール、バレーボールについで
YMCA 生まれの新スポーツとして、“タスポ
ニー”は新しい歴史を歩み始めました。ニュ

ースポーツ、ニューレクスポーツは数々ありますが、国体参加と
いう型で一般に承認されたのは久方振りの出来事です。
　“タスポニー”は名古屋 YMCA 熱田ブランチの狭い集会室の
活用から 1981 年に生み出されました。スポンジボールを手で打
つということから、「安全」「安価」「どこでも」という点が評価
され、東南アジア地域の YMCA を中心に普及しています。
　日本においてもこの安全な軽スポーツは、今後の超高齢化の中
で必ず受け入れられるものであると思います。

日本タスポニー協会

事務所　名古屋市千種区千種 1-8-10 アルゴジャパン株式会社内

又は名古屋 YMCA気付　052-932-3366

第 36 回平和の使者
クリスマスカードコンテスト

展示のご案内

　名古屋ＹＭＣＡが行っている平和の使者クリスマスカー
ドコンテストには、毎年多くの方が、平和への願いを込め
て、手づくりのクリスマスカードを作成し、応募してくだ
さいます。ここ数年は、国内外から 1800 点を超える応募
を頂いています。
　今年で 36 回目を迎えるコンテストは、審査会で入賞作
品が選ばれ、特選、特賞作品はクリスマス近くの 12 月 19
日より、栄セントラルパーク情報スペースで展示されます。
　平和の願いを込めてつくられた素敵なカードばかりで
す。どうぞご覧ください。

　展示：2012 年 12 月 19 日（水）〜 25 日（火）
　場所：名古屋・栄セントラルパーク
　　　　　　　　　　　『情報ギャラリー』

　　　　地下鉄名城線または
　　　　　　　桜通線　久屋大通　下車すぐ
　　　　名鉄瀬戸線　栄町駅　下車すぐ

　ピースフルサンデーご報告

　10月 28日（日）に南山ファミ
リー YMCA・南山幼稚園による
ピースフルサンデーが開催され
ました。当日は朝から雨がポツ
ポツ ･･･午後からは本降りとな
ってしまいましたが、たくさん
の方が遊びに来てくださいまし
た。幼稚園のお母さん方による
お店やワイズの方・リーダー達による模擬店やゲームコーナーなど、
どのお店も大盛況のうちに終えることができました。

　ピースフルサンデーの収益金は
東日本大震災被災地支援のため、
地域社会のため、YMCA国際協
力募金、青少年育成基金などに使
わせていただきます。ご来場下さ
った皆さま、運営に携わってくだ
さった多くの皆さまに感謝いたし
ます。ありがとうございました。

名古屋 YMCA
チャリティー
ゴルフ大会

　11月のチャリティーイベントの締めくくりのチャリティーゴルフ大会が、11月 23
日（金・祝）多治見中部国際ゴルフクラブにて開催されました。今年は、プラザワイ
ズメンズクラブの髙田廣（たかだひろし）さんに大会委員長をおつとめ頂き、16名の
方にご参加頂きました。
　週間の天気予報では雨。みなさん気持ちは若くても、冷たい雨が降ると体も心配で
す。お天気アプリの天気回復の予報を信じて、激しい雨が降る中ゴルフ場へ向かいま
した。
　願いが通じたのか、1 組目の髙田委員長の第一打の頃になると、雨もすっかりあが
り、『ナイスショット !!』秋の紅葉が本当に美しい中でのラウンドとなりました。
　初めてラウンドされる方、お久しぶりのゴルフの方、健康維持のためゴルフを日課
とされている方、プロ級の方、ゴルフの腕前は様々ですが、教えて、教えられながら、
たのしい 1 日のゴルフでした。

　今回皆様から頂きました参加費およびペナルティの
一部、25,600 円を名古屋 YMCA 青少年基金にご寄付頂
きました。ユース・リーダーの育成のために用いさせ
て頂きます。ありがとうございました。
　これからも沢山の方が様々な活動を通して連なる
YMCA となるように活動していきたいと思います。

名古屋 YMCAチャリティーゴルフ大会 2012 成績（ダブルぺリア）
優勝	 横井　　豊さん（プラザワイズOB）	 OUT42　IN46	 GR88
2 位	 星島　和空さん（YMCAメンバーOB）	 OUT45　IN48	 GR93
3 位	 郷戸　正光さん（四日市ワイズ）	 OUT53　IN49	 GR102

代官町
〔継続〕近藤よし恵　　大島　一夫　　大島　昌子　　
　　　近藤　保彦　　天野　君昌　　山岸　節子
ボランティア会員
〔新入〕永川　夢子　　富田　俊司　　萩野真理子

（敬称略）

（1月は休会です）

日時：	 2 月 1日（金）
	 7:45 〜 8:30　
場所：	 名古屋 YMCA
奨励：	 日本基督教団　
	 　　　田口博之牧師

■名古屋 YMCAボランティアセンター■

名古屋 YMCA 早天祈祷会維持会員  　　2012 年 10 月 16 日〜 11 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。 名古屋 12月　8日（土）18：00 〜 	アパホテル

名古屋東海 12月　9日（日）17：30 〜 20：00 	出雲殿

名古屋南山 12月13日（木）19：00 〜 20：30 神戸屋

名古屋プラザ 12月13日（木）18：30 〜 ケンボー

名古屋グランパス 12月　1日（土）17：30 〜 ラ・スース ANN

ワイズコーナー　12 月クリスマス祝会の予定

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

お問い
合わせ
先

（昨年度　優秀作品）


