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　名古屋YMCAは政府の法人制度改革にともない、足かけ３年にわたる準備を進めてきまし
た。その結果、主管官庁の認定を経て、４月１日に公益財団法人として登記。110 年の長い歴
史を誇る名古屋YMCAが新しい組織としてスタートする事となりました。
　今回の法人制度改革は、社団・財団法人の将来を左右する大きな変革です。一言で言えば、
あまたある様々な法人を、その公益性と組織基準でふるいに掛け、時限を設定して公益法人、
一般法人かＮＰＯ法人あるいは合併・解散という選択を迫るものです。この改革に対して全国
のYMCAはこれまでの活動事業の公益性を証明し、公益法人として社会に貢献していること
をこれまで以上に訴えるため、積極的に取り組みました。現在までに、日本YMCA同盟をは
じめ全国主要YMCAのほぼ３分の２が公益法人として認可され、組織の公益性が公的に証明
される形となっています。
　公益法人になって何が変わるのでしょうか。組織構成と運営形態が一部変わりますが、
YMCAの使命は変わりません。それは現在と将来の社会への貢献です。YMCAの願いは次の
５つです。「自分の命とみんなの命を大切にすること」、「家族、地域の一人として責任を持つ
こと」、「世界と地球を見つめ、考え、行動すること」、「ボランティア精神とリーダーシップを
身につけること」、「健やかな心と体を育むこと」。YMCAの事業は、これらの願いを社会的な
使命として表す道具であり、事業そのものが目的ではありません。まさにこのことが「公益法
人」としての存在価値なのです。
　YMCA活動は会員運動として長い歴史を持ち、それは今後も引き継がれていきます。新し
い会員組織や規則などの整備はまだこれからですが、常にYMCAの原点を忘れず、会員の皆
さんとスタッフが一緒になって進んでいけるよう心から願っています。

　この春、名古屋YMCAではいくつもの新しい事が始まりました。
公益財団法人化、総主事交代…。とは言え、YMCAには創立当初よ
り貫いている事があります。集まった者が共に祈り、語り合いつつ地
域と世界に働きかけ、自らも前向きに生きる事です。会員歴 50 年の
お二人に感謝状を贈る一方で、芽生えた種のような若きリーダーへの
認証もあり、名古屋Ｙの流れは健やか。この会の中では、変化の今だ
からこそ出来る事・したい事を言葉に表し、実現への一歩となるよう
書き出して、さらなる成長を皆で楽しみにすることになりました。
閉会時に響いた理事長エール「大好き！YMCA」は、集まった一人
ひとりの声でしょう。新たな一年を皆で愉しく味わいましょう。

《50年感謝》
　秋重　　殉
　岩田　鑛一

《40年感謝》
　鈴木　孝幸

《20年感謝》
　安細　好子
　鬼頭美恵子
　島本　迪彦

《10年感謝》
　牛田　欣也
　加藤　　宏
　加藤　朱美
　鈴木　良洋
　武田　尚子
　長谷川百合子
　長谷川和宏
　深谷　　聡
　万福寺昭美

（敬称略）　

青木　愛乃（ちいたけ）
天野　未理（アポロ）
安藤　千晶（あずき）
伊藤　綾花（きゅう）
岩橋　佳子（ぱら）
太田　貴恵（ポキ）
大村美早希（ちゃこ）
河合　宏実（きゃべ）

菊池有生子（ナラ）
木村　美帆（てん）
栗本　愛子（まっちゃ）
清水　仁花（ベル）
中村　仁希（ポニー）
野村つかさ（ネーズ）
吉川　真代（レチー）

����（敬称略）

2013 年度
名古屋YMCA会員の集い

永年会員表彰者

2012 年度
日本 YMCAユースボランティア

認証者

公益法人としてのYMCAの使命
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名古屋YMCA　　　　　　　　　　　
評議員　橋　爪　良　和

合言葉は
　　　　大好き！
　　　　YMCA

会員の集い実行委員　

後藤田　典子

総主事就任式

日時：6月 29 日（土）14：00 ～ 16：00
場所：ホテル名古屋ガーデンパレス

「大切なのは、植える者でも水を注ぐ者でもなく、成長させてくださる神です。」 
（コリントの信徒への手紙一  3 章 7 節）年間聖句

日時：7月 2日（水）　7:45 〜 8:30　
場所：名古屋YMCA
＊どなたでも参加できます。YMCA活動のために祈ります。

維持会員
〔継続〕
　後藤田典子　　杉山　弘時　　深谷　　聡　　田中　万寿　　岩田　鑛一　
　義井　裕子　　後藤　貞子　　成瀬　祥子　　中井　信幸　　中井友香理　
　浅野　麻琴　　済田　真美　　小板橋ゆあみ　坂本　清則　　西野　真希　
　東田　美保　　三ツ井多美子　柴田紗也加　　細野由美子　　黒田　忠嘉　
　黒田　邦子　　山本　伸彦　　小谷　治郎　　小谷　充子　　渡邊　信子　
　渡辺　真悟　　鈴木誠一郎　　秋重　　泉
ボランティア会員
〔継続〕
　千賀　あや　　吉川　真代　　深見　太紀　　村瀬　汐里　　安藤　千晶　
　清水　仁花　　栗本　愛子　　若林　将太　　河合　皓太　　岩橋　佳子　
　井畑絵美梨　　河合　宏美　　榊原　崇志　　小林　　舞　　野村つかさ
〔新入〕
　大野安耶奈　　大村美早希　　塚本　早紀　　鈴木　裕美　　船倉ありさ
　兼古　　梓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

名古屋 6 月 11 日（火）
18：30 〜 20：30  名古屋 YMCA 　聖岩クラブ公式訪問報告

　　　　　五島　八郎　氏

名古屋東海 6 月 22 日（土）
　〜 23 日（日）

 名古屋能楽堂・ウェスティ
ンナゴヤキャッスル 　第 16 回西日本区大会

名古屋南山 6 月 13 日（木）
19：00 〜 20：30 南山 YMCA 　フィットネス例会

　　講師・成瀬祥子 ( 南山ＹＭＣＡスタッフ )

名古屋プラザ 6 月 13 日（木）
18：30 〜 ケンボー 　1 年間の評価会

名古屋グランパス 6 月 14 日（金）
19：00 〜

韓国料理
　金剛山 ( 新栄 ) 　韓国訪問振り返りpart2

ワイズコーナー　6月例会の予定
2013 年 4月 16日〜 5月20日

維持会員・ボランティア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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2013年度
日和田キャンプ場リーダートレーニング

　５月３日～５日の２泊３日でボランティアリーダーのリーダート
レーニングが行われました。今年 30 周年を迎えた日和田キャンプ
場でのトレーニング。野外自炊の基本的な知識から、マッチと飯ご
うとお米だけ持って、あとは自然の中の物を使ってかまどを作りご
飯を炊くことにチャレンジをしました。また、テント設営やロー
プワークなどの技術を学び、日和
田キャンプ場の豊かな自然の中で
ゲームもしました。仲間たちとの
関わりがより深くなり、学びの時
間を持てたことで、自然の中で活
動する楽しさや仲間と活動するお
もしろさをこれからの活動でさら
に伝えていけたらと思います。

　　　　東北支援夏まつり開催 !!
　東日本大震災から 2年 3か月が経過します。震災関係の報道も
随分と減り、人々の関心や記憶が薄れているように思います。
　そんな中でもまだまだ困難な中にいる方たちが多くいらっしゃ
います。
　私たちYMCAはあの日の事を忘れずに、被災地が一日も早く
復興すること願って、支援を続けていきます。
　東北を元気づける、子どもから大人まで楽しめるお祭りを開催
します。たくさんの方のご来場をお待ちしております！

日時：7月 15日（月・祝日海の日）　　　14：00〜 17：00　
場所：南山ファミリーＹＭＣＡ
内容：�東北めぐり�（ゲーム・ポイントラリー・クラフト・模擬店・物販）

※�収益は「名古屋YMCA東日本大震災復興支援募金」
に繰り入れ、被災地へのリーダー派遣や広域避難
家族の支援などに用いさせていただきます。

御岳・日和田高原キャンプ場30周年記念式典

　5月25日（土）～5月26日（日）、開設30 周年を迎えた日和田高原キャ
ンプ場に新旧リーダーや会員の皆さん約 100 名が集まり、感謝のひ
とときを持ちました。
　前夜祭では各自持ち寄った食材をバーベキューにして楽しんだ
後、リーダーOBOGを中心に大キャンプファイヤーが行われ、子
どもたちは大はしゃぎ。そして大人たちは、その後夜が更けるまで、
キャンプファイヤーを囲んで昔話に花を咲かせました。
　翌日は、西村清牧師（本会名誉理事）の司式により、記念式典が
執り行われました。西村先生の「YMCAに委ねられたもの」と題
したお話でYMCAの歴史と使命を再確認し、続いてパワーポイン
トによる「未来 30 年の御岳・日和田高原キャンプ場」の説明でこ
れからの目指す方向を共有しました。そのコンセプトは“これから
30 年にわたり幼児からファミリーまでが集えるキャンプ場をつく
る”です。
　最後には参加者代表による「看板」への釘打ち式と、「看板」に
全員の記名を行いました。今年の夏はこの「看板」が訪れる子ども
たちを出迎え、未来への希望を託すことになるでしょう。以上、感
謝をもってご報告させていただきます。

東日本大震災から学ぶ講演会
　去る 5月 11 日（土）、東別院ホールに約 180
名の来場者を得て、陸前高田市の戸羽太市長を
招いての講演会が開催されました。震災当時の
生々しい様子から、未来に向けての新生計画と
もいえる復興の歩みなどを聞くことができまし
た。当日はタレントの矢野きよみさんも会場に
駆けつけ、自らが行なっている被災地の子ども
たちとの“書”を通じての支援と交流の紹介を

されました。
　ロビーでは陸前高田市から仕入れた物産の販
売や戸羽市長の著書の販売の他、被災地の子ど
もたちの書いた“書”も展示され、支援の気持
ちがいっそう高まりました。
　集まった協力金と寄付金は合計 255,000 円と
なり、全額が陸前高田市へ復興支援金として寄
付されました。

春の根の上まつり2013
　
　4 月 29 日（祝）、今年も懐
かしい顔が集まり、楽しいひ
と時を過ごしました。開会
セレモニーに続き、開設 60
周年記念植樹も行ないまし
た。昼食は坂口功祐さんプロ
デュースによる豪快な野外料
理の数々。食べて、飲んで大
満足でした。午後は城田公一さんと松原誠さんによる歌とギターの
演奏を楽しんだ後、秋の再会を約して解散となりました。
＊秋の根の上まつりは 10 月 14 日（体育の日）に行なわれます。

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


