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　この時期、イルミネーションで飾られクリスマ
スソングが流れる賑やかな街にいるだけで楽しく
なります。貴方はどのようなクリスマスをお過ご
しになりますか。
　最初にクリスマスがお祝いされたのは、約二千
年前のユダヤの国でした。その日、ローマ皇帝の
アウグストの勅命によって住民登録が行なわれ、
町は人で賑わい宿屋はどこも満員でした。しかし
人々に忘れられてしまったように野原で夜番をす
る羊飼いがいました。
　その時、羊飼いに天の御使いが、馬小屋でイエ
スが誕生したことを知らせてお祝いする賛美を歌

いました。賑やかな町ではなく
真暗な野原とベッドのある宿屋

ではなく飼い葉桶しかない馬小屋で最初のクリス
マスがお祝いされて喜びが溢れました。神様は、
人知れず野原にいる羊飼いも大切に愛してくださ
り嬉しい贈り物を与えてくださったのです。
　私たちのために生まれてくださった救い主のイ
エスの誕生を祝う最初のクリスマスはこうして静
かに始まりました。そして世界中へ広がり、貴方
へと続いています。クリスマスは、子どもたちだけ
ではなくすべての人に届いた素晴しい日なのです。
　でも、私たちは目に映る明るい装飾や楽しい音
楽に遮られて、本当のクリスマスの素晴しさを見
失ってはいないでしょうか。明るく賑やかな街の
クリスマスの景色から少し離れて、耳を澄ませ目
を閉じて、天から届いた素晴しい知らせに心を向
けてみましょう。クリスマスは、羊飼いだけでは
なく、二千年前のユダヤの人たちだけのものでは
なく、貴方のために用意されていたことに気がつ
くはずです。それは楽しい音楽やイルミネーショ
ンの光が消えてもなくならないクリスマスの喜
びです。
　今年、この遥か昔から今日まで続く喜びを
静かに味わい、貴方のものにしてください。

「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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御使いは彼らに言った。「恐れることはありません。

今、私はこの民全体のためのすばらしい喜びを知らせに来たのです。」

NAGOYA YMCA NEWS

「静かに味わってみませんか」
シティーリジョイスチャーチ牧師

榊原　康成（本会維持会員）



30th

（昭和 27 年 5 月 13 日第三種郵便物認可）（月　刊）No.691（2）2013 年（平成 25 年）12 月 1 日 名 　 古 　 屋 　 青 　 年

　御岳・日和田高原キャンプ場
　　　　　　記念グッズ販売中！

　売り上げの一部は、御岳・日和田キャンプ場の施設整備の
基金として活用させていただきます。限定数わずかのため、
お早目にお求めください。

☆ 30 周年記念ロゴ入りハット　
　　Ｍ・Ｌサイズ　3,000 円
☆ 30 周年記念ロゴ入りＴシャツ　
　　Ｓ・Ｍ・Ｌ　2,500 円
☆ 30周年記念ロゴ入りタンブラー　
　　青・赤　　1,500 円

ピースフルサンデーご報告
　10月27日（日）に南山幼稚園・南山ファミリーＹＭＣＡによるピー
スフルサンデーが開催されました。前日まで心配された台風も当日
は影響もなく、お天気にも恵まれて気持ちのいい秋空のもと多くの
方がご来場くださいました。幼稚園のお母さん・卒園児のお母さん・
先生・リーダー・ワイズ・スタッフによるカフェやショップ・模擬
店・ゲームコーナーなどたくさんのお店がありましたが、どこも大
盛況でした。
　ピースフルサンデーの収益は地域社会のため・ＹＭＣＡ国際協力
募金・ＹＭＣＡ青少年基金などに使わせていただきます。ご来場く
ださった皆さま、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。

クリスマス献金・フィリピン台風被害
緊急募金のお願い

　クリスマスは、私たち一人ひとりのために神
様がこの世に送ってくださったイエス・キリス
トのご降誕を祝う時であり、また同時に、「あな

たの隣人を愛せよ」という教えを心に刻み、実践する時でもあ
ります。クリスマス献金を通して、困難な状況にある人の隣人
になってください。
　◯�「日本ＹＭＣＡ国際協力募金」として、難民キャンプの子
ども達の教育や生活改善を助けます。

　◯�クリスマスキャロル、クリスマスカードコンテストの実施
を支援し、クリスマスの喜びを分かち合います。

　◯�名古屋ＹＭＣＡ国際協力事業基金として、海外の仲間との
交流・協力・理解を推進します。

　◯�名古屋ＹＭＣＡ青少年基金として、国際事業や青少年活動
で活躍するユースリーダーを育成します。

　今年は特に、秋にフィリピンを襲った巨
大台風で被害を受けた地域の人々を支援する
ための緊急募金にも用いさせていただきます。
皆様のご協力をお願いいたします。

　世界中が平和と平安の内に喜びの時を
迎えられますように！

　御岳・日和田高原キャンプ場 30周年記念募金
（順不同・敬称略）　
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日時
  12月3日（火）  
  7:45 ～ 8:30
場所
  名古屋 YMCA
奨励
  池田巍義牧師
　（ 名古屋バプテス

ト教会）

＊ どなたでもご
参加いただけ
ます。

維持会員
〔継続〕
　吉川　裕子　　柏木　哲夫　　服部　敏久　　渡辺　　孝
　近藤よし恵　　吉田　一誠　　吉田ゑま子　　鈴木　美子
　橋口　隆生　　近藤　　豊　　鈴木　誉三　　岩谷　真栄
　鈴木　浩之　　岩瀬　康彦　　髙本　　雅　　丹羽　　卓
　谷川　修
　ボランティア会員

〔継続〕 木村　美帆
〔新入〕 三崎　綾花　　酒井　杏華　　工藤あいり
� 瀧下さより　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

2013 年 9月 16日〜 10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。

名古屋
名古屋南山
合同

12月14日（土）
17:20 〜 17:50 中央教会

　　１階マナホール 「礼拝」

18:00 〜 20:00 東京第一ホテル錦
　　3階ドルチェの間 「祝会」

名古屋東海 12月15日（日）
18:00 〜 18:30

名古屋出雲殿
「礼拝」

18:30 〜 20:00 「祝会」

名古屋プラザ 12月12日（木） 18:30 〜 うえの山ー伏見 「祝会」

名古屋グランパス 12月1日（日） 18:00 〜 名駅サザンビラ 2F 「祝会」

ワイズコーナー　12 月クリスマス例会の予定

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

名古屋YMCA
早天祈祷会


