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7.8
「御岳・日和田高原キャンプ場」の未来予想図

　名古屋ＹＭＣＡ日和田高原キャンプ
場は 30 年前に開設され、その開発コ
ンセプトは、①『自然の中での生活を
基盤とした野外教育の場であり、自然
を損なうことのない、環境に適合した
キャンプ場』②『環境教育を主に、小
学生の高学年以上の経験を積んだキャ
ンパーを対象として使用するキャンプ
場』というものでした。開設以来、多
くの会員の方々や、ＹＭＣＡ社会体育
専門学校の学生たちがこのキャンプ場
で活動を行い、数多くの青少年を育ん
できましたが、30 周年を迎えた今年、

　≪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≫

というコンセプトを新たに掲げ、その名称も『御岳・日和田高原キャ
ンプ場』と新たにしました。
　この新たなコンセプトの実現のため、今後の計画として、①本館
の内装を変えて宿泊しやすい環境を整える②シャワーだけだった
入浴場に浴槽を設置する③トイレの使い心地を良くするなどを中

心に、本館を全体的
にリニューアルする
予定です。また、テ
ントエリアも整備し、
星空の下でのテント
生活や、川遊びにマ
ウンテンバイクでの
キャンプ場散策など
…大きく夢は広がっていきます。
　現在は夏休み期間のみの運営となっていますが、未来予想図で
は、まず 4月から 11 月までの 3シーズン活動できるキャンプ場と
なり、そして 10 年後にはオールシーズン運営ができる野外教育施
設としてのキャンプ場に生まれ変わる予定です。キャンプ場に集う
みなさんが、御岳・日
和田の大自然を満喫し、
これからも多くの青少
年が育まれていくこと
を願って、「御岳・日和
田高原キャンプ場」を
運営してまいります。

「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
9 月 3 日（火）
7:45 ～ 8:30　

場　所
名古屋YMCA

＊ �8 月の早天祈祷
会は休会です。

維持会員
〔継続〕
　神野　啓子　　寺本　英郎　　柴田　勝義　　渡辺　聖子
　大島孝三郎　　夏目　和良　　後藤　　猛　　磯部　裕幸
　磯部真知子　　加藤　久雄　　徳田　　望　　杉山　敏雄
　浅井　秀明　　平尾　　泉　　天野　君昌　　鈴木　武二
　鈴木　侯子　　安細　好子　　オルソンキクチ三恵
　長井　衣世　　
〔新入〕
　中村　　隆　　牧　　賢範
ボランティア会員
〔継続〕
　青木　愛乃　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

名古屋 7 月 9 日（火）
18：30 ～ 20：30  名古屋 YMCA  総　会

名古屋東海 7 月 6 日（土）
　 ～ 7 日（日）  松ヶ島  第 46 回クラブ総会　裸の会

名古屋南山 7 月 11 日（木）
19：00 ～ 21：00 神戸屋  2012-13 年南山ワイズ総会

名古屋プラザ 7 月 11 日（木）
18：30 ～ 浩養園  POM

 プラザオーバーナイトミーティング

名古屋グランパス 7 月 6 日（土）
  ～ 7 日（日）

滋賀県米原市
「グリーンパーク

山東」
 一泊例会（総会）

ワイズコーナー　7月例会の予定

2013 年 5月 21〜 6月30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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ワークスケジュール
No. 内容 日程 集合 解散
1 廃材を燃やしてオールナイトファイヤー 1泊 2日 6 / 7 ㈮ 20:30 南山 6 / 8 ㈯ 20:00 南山

2 草刈り・・・くさかり・・・クサカリ・・・ 1泊 2日 7/20 ㈯ 7:00 名古屋 7/21 ㈰ 20:00 南山

3 グリーンチャペル＆道を作ろう！① 2泊 3日 8/30 ㈮ 20:00 南山 9/	 1 ㈰ 20:00 南山

4 グリーンチャペル＆道を作ろう！② 1泊 2日 9/20 ㈮ 20:00 南山 9/21 ㈯ 20:00 南山

5 マウンテンバイクロード作り① 2泊 3日 9/27 ㈮ 20:00 南山 9/29 ㈰ 20:00 南山

6 マウンテンバイクロード作り② 1泊 2日 10/5 ㈯ 15:00 南山 10/6 ㈰ 20:00 南山

7 オリエンテーリングのポイントと地図を作ろう！① 2泊 3日 10/11㈮ 20:00 南山 10/13㈰ 20:00 南山

8 オリエンテーリングのポイントと地図を作ろう！② 1泊 2日 10/18㈮ 20:00 南山 10/19㈯ 20:00 南山

9 日和田大掃除！冬超えの準備をしよう！① 1泊 2日 11/3 ㈰	 8:00 南山 11/4 (月・祝 ) 20:00 南山

10 日和田大掃除！冬超えの準備をしよう！② 1泊 2日 11/9 ㈯ 8:00 南山 11/10㈰ 20:00 南山

日和田 30周年記念行事のご紹介

◯ キャンプ場のロゴマークを作りました！
◯ 今年度中に 10 回のワークキャンプを実

施します！
◯ 日和田 30 周年募金を実施し、本館改修

に着手します！
◯ ロゴ入りポロシャツ、ロゴ入りタンブ

ラーなどを作ります！
＊�募金の詳細は “発起人会” で協議され、
近く発表いたします

日和田 30
周年

記念ロゴマーク

決　定 !!

NAGOYA YMCA NEWS

名古屋YMCA
早天祈祷会
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　街頭募金ご報告
　６月２日（日）に栄（三越・ラシック前）
と名古屋駅（名鉄百貨店前）で街頭募金を行
いました。当日はパラパラと雨の降る時間も
ありましたが、お天気にも恵まれ無事に街
頭募金を実施することができました。子ど
もたち・リーダー・スタッフ・ワイズメン
総勢 53 名が３ヶ所にわかれて募金活動をし
ました。街に出て大きな声を出して募金を
呼びかけることは、普段ではなかなかやら
ないこと…最初はちょっぴりドキドキしな
がら声を出していた子どもたちも、どんど
ん大きな声で呼びかけ、街の人も大きなみ
んなの声に振り返って募金をしてくれてい

ました。募金活動に参加で
きなかった方の中には、窓
口にメッセージを書いた募
金袋を持ってきてくれる方
もたくさんいらっしゃいま
した。街頭募金とは違う形で
支援をしてくださったことに
感謝いたします。
名古屋 YMCA では今後も世
界の困っている人々のための
支援活動を行っていきます。引き続きみなさ
まのご協力をお願いいたします。
※�今回の募金は①東日本大震災支援②ラ
ホール小学校支援③パレスチナ難民支援
に使わせていただきます

【募金集計結果】　　　
　栄　　　　　３２，５９５円
　名古屋駅　　３１，０７４円
　窓口　　　　４９，３４９円
　●合計　１１３，０１８円●

中学生バスケットボール大会
　第 57 回（男子）および第 43 回（女子）の「名古屋市内中学生バスケッ
トボール大会」が、8 月 4 日（日）～ 8 月 13 日（火）（７・８・９
日除く）にかけて開催されます。今年の参加チーム数は男子 96チーム、
女子106チームです。開会式は8月 4日午前9時 30分より千種スポー
ツセンター、表彰式・閉会式は 8月 13 日天白スポーツセンターで午
後3時30分頃より行われます。入場は自由です。どうぞご来場ください。

名古屋 YMCAサマープログラム
参加者募集

　もうすぐ暑い暑い夏がやってきます。YMCAでは、暑い
夏も楽しく、そして心も体も大きくなれるプログラムをた
くさん企画しています。
　キャンプ・デイプログラム・集中体操教室どれをとって
も満足のプログラムばかりです。たくさんの方のご参加お
待ちしております。
　詳細は名古屋YMCAホームページまたは窓口までお問
い合わせください。

日韓ユースセミナー
　参加者＆ホームステイファミリー募集

期間　８月 15 日（木）～ 20 日（火）
ホームステイ　８月 15 日（木）・16 日（金）　　

　1964 年から始まった名古屋YMCAのユース交流プログラ
ム。今年の夏は、ソウルYMCAから高校生、大学生がやっ
てきます。キャンプ、観光を通して文化交流をしながらセミ
ナーを行います。
現在参加者大募集中！異文化交流を体験したい方はぜひお問
い合わせください。
　またソウルからのユースのホームステイ先も募集しております。１～２名受け入れてくださ
るご家庭もぜひお問い合わせください。
　　◇お問合せ　TEL：052-932-3366（ボランティアセンター）

CARING
HONESTY
RESPONSIBILITY
RESPECT

街頭募金のあと YMCA にて

　中学生が YMCA 大会で躍動する !

自然と一体になって

歴史ある YMCA の日韓草の根交流　　
国家同士の日韓関係を超えて

「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


