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「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
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NAGOYA YMCA NEWS

2013
SUMMER PROGRUM

多くの体験、大きな成長

イングリッシュキッズサマーⅠ

7/23～ 26　

自分でネームタグを作ったよ！

イングリッシュキッズサマーⅡ8/20～ 23力を合わせてクラスポスターが完成！

アクティブキッズ南山Ⅱ

8/20～ 23

自然にたくさん触れられました！

アクティブキッズ南山Ⅰ

8/20～ 23

仲間と手をつないで歩く時も歌に
クイズと楽しい時です

日韓ユースセミナー
8/15～ 20

共に活動した6日間。互いを理解し、互いを認め合い、深まった絆

アートキッズ

7/23～ 26

最終日「アート縁日」を開きました

サッカーキッズ・ゴールⅡ

8/16～ 19

ナイスシュート！！しっかり決まったよ！

集中体操教室　8/27〜 30

仲間が一緒だったから楽しく頑張れたよ！

スポーツキッズ年少

8/5～ 8
体操にクッキングやクラフトも楽しみました

スポーツキッズ年中・長

8/5～ 8/8

リーダーの話を聞いてしっかり跳べました！

サッカーキッズ・シュートⅡ

7/29～ 8/1

暑い中、たくさん体を動かしました！

サッカー全国大会

8/20〜 22

様々な経験・発見あり！！

アクティブキャンプ

8/6 〜 10

心ひとつにツリーハウスを完成！

卒園児キャンプ

8/17〜 18

久しぶりに会う友達や先生と
自然を満喫

日和田開設ワーク

7/20～ 21

みんなで働いた後の食事は最高 !!

日和田はじめてキャンプ

8/10 〜 12
乗鞍に向かって、やっほ〜〜〜 !!!

ひるがの・はじめてキャンプ

8/6 〜 7
山の頂上でバッタやコウロギを捕まえたよ！

父と子キャンプ　7/27 〜 28

お父さんとはじめてのテント張り !!

日間賀島マリンキッズキャンプ　

7/25 〜 26

太陽の下、キラキラ光る海を
お友だちと満喫！

ファミリーキャンプ　8/13 〜 15おいしいごはんができました！

越前・若狭マリンキッズキャンプ

8/21 〜 23

顔をつけたら魚や貝がいっぱいいたよ !

エンジョイキャンプ

8/4～ 6

仲間と作るカレーはひと味ちがったね！

夏まつり　7/15

東北の地図を使ったゲームが大人気！
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名古屋 YMCA 市内中学生バスケットボール大会開催

　 今 年 も 8 月 4 日 ～ 6 日、10 日
～ 13 日の 7 日間にわたり名古屋
YMCA市内中学生バスケットボー
ル大会が開催されました。今年は男
女合わせて 202 チームの参加があり
ました。毎年接戦・熱戦の連続のこ
の大会は、3年生にとって最後の大
会となるチームが多く、試合の後は嬉し涙や悔し涙を流し…それぞ
れのチームに、また生徒たちにドラマがあります。
　今年の熱戦の結果は以下のようになりました。

【男子の部】57 回
優　勝　名古屋市立桜山中学校
準優勝　名古屋市立久方中学校
第 3位　名古屋市立明豊中学校
敢闘賞　名古屋市立昭和橋中学校

【女子の部】43 回
優　勝　名古屋市立長良中学校
準優勝　名古屋市立若水中学校
第 3位　名古屋市立守山中学校
敢闘賞　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はじめ、
後援・共催をいただいた各団体、行政・民間の各位、運営にご協力
いただいた各学校の先生方に心より感謝いたします。

第 20 回名古屋 YMCA チャリティーラン 2013

　恒例のチャリティーランが今年も近づいてきました。今年は 11
月 2 日（土）、場所は名城公園噴水予定地です。“障がいのある子
ども達のために”の趣旨の下、毎年多くのご支援をいただき実施
しています。今年は第 20 回の記念大会ですので、例年以上に多

数のご参加を願っています。チー
ム参加だけでなく、個人レースへ
のご参加もよろしくお願いいたし
ます。詳しくは各ＹＭＣＡの窓口、
またはボランティアセンターにお
問い合わせください。

 宝くじ協会より集会用テント贈呈

　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
ましたサッカー遠征では、子供たちの
休憩用テントとして使用させていただ
きました。

2014 年 4 月　名古屋 YMCA に保育園が誕生します！

　地域の子育て支援ニーズに応えるために名古屋市が整備を進める
「平成 25 年度第 1回賃貸物件を活用した保育所を整備・運営する法
人の公募」に応募し、名古屋ＹＭＣAが緑区神沢エリア（標準型
60 人定員）に選定されました。
　ＹＭＣＡ保育園では、神様によって創造された一人ひとりを大切
に、子どもたちの心・知性・からだをバランスよく育む保育を実践
します。
　※詳しい情報は後日お知らせいたします。

　　東北復興支援夏まつり

　夏の暑い暑い 1 日、夏まつりを南山
YMCAで実施しました。今年も近隣の
多くの子ども達、保護者の方に来て頂
くことができました。子ども逹は、リー
ダー達が創意工夫をして作るゲームを
思いっきり楽しんでいました。保護者
の方たちは、子ども達を待ちながら、模擬店の食べ物を片手にお話の
花を咲かせていました。
　今年の夏まつりの大きなテーマは、「東北を支援しよう」
　みなさんからたくさんの支援を頂きました！
●おまつりに来ていただいた皆さん
　�買って、食べて、参加して東北を支援
して頂きました！
　夏まつり売り上げ：459,185 円
●ワイズメンズクラブの皆さん
　�「食べて支援」東北の物産を購入する資
金を出して頂き、実際に販売するまでを担当して頂きました！
　�なみえ焼きそば・かもめの玉子・わかめ・鮭さんまのそぼろ煮・マ
スカットサイダー・いかせんべい生サブレ
　ワイズメンズクラブより支援金：79,000 円
●YMCAリーダー
　�みんなが東北の事を知る・感じるゲームの運営協力をしてくれまし
た！
　震災で塩害に遭ったヒノキクラフト・東北めぐりゲーム　
●岩手県・福島県名古屋事務所・岩手県産株式会社の方々
　�わたしたちのおまつりの企画「食べて支援」に積極的にご協力頂き
ました！
　　岩手・福島の観光パンフレットのご提供　
　　岩手県物産の仕入れ納品
　本当にたくさんの方々のご参加・お支えがあって無事終了すること
ができました。今回東北支援夏まつり収益は全額名古屋YMCAが行
う震災支援につかわさせて頂きます。ありがとうございました。
　震災から 2年が経ち、人々の関心や記憶が薄れている中で、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
とを願ってこれからも支援を続けていきたいと思っています。

名古屋 9 月 10 日（火）
18：30 〜 20：30  名古屋 YMCA 卓話「ケニア・タンザニア滞在〜 STEP よ

り〜」　　　　　　　　　　大西 慎太郎氏

名古屋東海 9 月 12 日（木）
18：45 〜 20：45 ラスース  卓話　中村隆（名古屋 YMCA 総主事）

名古屋南山 9 月 12 日（木）
19：00 〜 合同例会

南山 YMCA

 夏のリーダー感謝会

名古屋プラザ 18：30 〜  ボランティアリーダー   を励ます会

名古屋グランパス 9 月 10 日（火）
19：00 〜 名古屋 YMCA 卓話「被災地の現状（仮）」

　　　　　松村氏（岩手県職員）

日　時
10月 1日（火）
7:45 ～ 8:30　

場　所
名古屋YMCA

奨励
榊原康成牧師

（シティリジョイス

チャーチ）

＊�どなたでもご
参加いただけ
ます。

維持会員
〔継続〕
　伊藤　暢浩　　西村　　清　　西村　牧子　　近藤眞由美
　小澤　幸男　　長谷川和宏　　長田　康志　　小澤　昭之
　小澤　順子　　川口　　恵　　秋重　　殉　　明比輝代彦
　尾碕　　信　　中山　淳雄　　重留まなみ　　阿部　美男
　阿部珂玖子　

ボランティア会員
〔新入〕
　鈴木　麻友　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

ワイズコーナー　9月例会の予定

2013 年 7月 21日〜 8月15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。

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

名古屋YMCA
早天祈祷会

卒園児キャンプ

8/17〜 18

久しぶりに会う友達や先生と
自然を満喫

予告


