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　こころを高くあげよう！
公益財団法人名古屋 YMCA  中　村　　隆総主事

 　　　　　　　　　

こころを高くあげよう。
主のみ声にしたがい。ただ主のみを見上げて。
こころを高くあげよう。　　　　　　　　讃美歌第２編１番

　新年あけましておめでとうございます。
　1902 年 1 月 15 日設立された名古屋ＹＭＣＡは、今年度より公益財
団法人として 112 年目の新たな歩みを始めています。歴史の継承者と
して先人の知恵に学びながらも、現代の社会課題に対して新たに挑戦
することが求められています。
　今年の 4 月には名古屋市緑区に新しく保育園が与えられ、地域の子
育て支援に取り組みます。神さまから与えられた大切な命を豊かに育
むと共に、「幼子のように神の国を受け入れる者」（マルコによる福音
書 10 章 15 節）として、YMCA に関わるすべての人びとの成長の場
でありたいと願っています。
　名古屋 YMCA は、中期計画 MAP2015（Mission・Action・Pray）
の中で、「未来を築く子どもたちを地域、家庭と共に育みます」「グロー
バルな視点を持った青少年を育みます」と使命を明確にしました。「幻
なければ民ほろぶ」と初期の YMCA 指導者であった湯浅八郎先生（国
際基督教大学初代総長）が好んで用いられた言葉の意味を深くかみし
め、青少年に関わる私たちは、「こころを高くあげて」歩みを強めて
いきます。

　いつも「人づくり」
公益財団法人名古屋 YMCA  橋　爪　良　和評議員会議長

  　　　　　　　　　　

　新しい年が始まりました。皆さんそれぞれが、今年にかける大
きな期待とともに、新年を迎えられたことと思います。
　日本は長い間続いた景気低迷からようやく抜け出そうとしてい
ますが、一方では少子高齢化、人口減少などから社会保障費は増
大し、国の財政難から増税も実施されるなど、厳しい環境は変わ
りません。さらに近隣諸国との関係も緊張度を増すなど、平和で
安定した世紀であるべき２１世紀も、波乱含みの状態です。
　こうした変化の大きい時代にあって最も大切なことは、人の幸
福とは何か、いつもそれを問い直し続けることです。自分や自分
の回りだけではなく、他人の立場や気持ちを理解し、自分自身が
どれだけ他者に貢献できるかを考えることです。
　名古屋 YMCA は昨年４月、公益財団法人として認定されまし
た。さらに今年４月には YMCA かみさわ保育園を開園し、合わ
せて神沢ブランチも開設するなど、大きな一歩を踏み出します。
会員活動に根ざし、子供からお年寄りまで含めた豊かな「人づく
り」が YMCA の原点です。
　今年も引き続き、ご支援のほど、よろしくお願いします。                                                                          

　名古屋YMCAの新しいはたらき
公益財団法人名古屋 YMCA  野　村　秋　博理事長

  　　　　　　　　　　

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年中は新しい総主事の着任、事務所の移転交渉の開始、公益法人と
しての認可等々数をあげたらきりがないほど動乱の一年でした。関係さ
れた皆様には大変な御苦労をおかけしました。心から感謝を申しあげま
す。ここで一息いれてお休みくださいと申しあげると格好がいいのです
が名古屋 YMCA の場合はそうはいきません。残念ながら上前津撤退以
降の停滞期を取り戻すべく、今年の流行語にあやかって「倍返し」をす
る必要があります。来年の名古屋 YMCA の計画では以下の事が検討さ
れています。

（1）代官町事務所を縮小して財政負担を軽くする。
（2）新たに保育園事業に乗りだし新規神沢 YMCA の施設を造る。
（3）名古屋市周辺エリアでの受託活動を開始する
（4）キャンプ場の再整備
（5）会員組織の整備を進め、青少年のリーダー養成に取組む

　理事・評議員会としてもこれらの計画を全面的に応援することにして、
新規長期計画策定時には、全てを包含することにしたいと考えています。
今年は、初夢をみている余裕はありません。のんびりムードを吹き飛ば
す時がきました。新年にあたり、「倍返し」をするよう心掛けたいと思
います。

　YMCA運動の継続と発展
学校法人名古屋キリスト教青年会学園  吉　田　一　誠副理事長

  　　　　　　　　　　

　YMCA の使命を全うするためには、その運動がたゆまず継続、かつ発展
することが不可欠です。継続、発展するためには変化する社会や環境に適応
し、社会から必要とされる運動として、生き残らなければなりません。私た
ちは今の社会の変化に十分適応できているのでしょうか？
生き残るために上前津の会館の売却という大きな試練を経て運動として継続
することはできましたが、発展という点では少しもの足りないように思うの
は私だけではないような気がしていました。
　そんな中、2013 年 4 月　＊新総主事の就任　　＊公益財団法人としての
認定　という名古屋 YMCA にも大きな環境の変化がありました。新体制の
方針、戦略のもとすでに神沢保育園建設など新しい動きも出てきました。今
こそ名古屋 YMCA として大きく発展する（チャンス）です。このチャンス
を逃がさず YMCA の使命のもとに運動を発展させることは会員とスタッフ
の協働なくしてできません。これからさらに公益法人、学校法人として事業、
活動の展開が予想されています。YMCA 運動が会員活動であることの真価
が問われています。変化する社会や環境に適応し、社会から必要とされる運
動として、生き残るためには、私たち会員も、スタッフ任せでなく、より積
極的に活動にかかわることが必要に思います。今年もよろしくお願いします。

1・2
「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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フィリピン台風 30号
被災地緊急支援募金

会員の皆さま、ワイズメンズクラブ、一般の方々より寄せられた緊急支援募金より 30 万円を名古屋が交流
を続けているアルバイ YMCA へ送金し、アルバイ YMCA を通して現地の支援にあてさせていただきました。
ありがとうございました。

NAGOYA YMCA NEWS
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　チャリティーゴルフ　
　11 月 30 日に岐阜県美岳カントリークラブにて今年度
のチャリティーゴルフが行われました。
　今年の参加者の半数は初参加という 4 組 16 名でのラ
ウンドでした。ご参加・ご協力いただきました皆様に感
謝申し上げます。
　今年も名古屋ワイズメンズクラブの小尾雅彦さんの
ご協力により開催させていただきましたが、名古屋
YMCA の会員活動のひとつとして、皆さんのよき集いの場となるように、今後
も継続して実施していきたいと思います。
　当日の参加費の一部より 32,700 円を名古屋 YMCA 青少年基金に、また台風被
害に見舞われたフィリピンのための支援募金に 34,000 円、ご参加された皆様よ
り募金いただきました。ありがとうございました。　

　クリスマスキャロル in 
　JR セントラルタワーズ 2014
　今年で 11 回目となるクリスマスキャロルが、12 月 23 日（月・祝）夜
に名古屋駅前 JR セントラルタワーズ・ガーデンで行われました。114 名
の聖歌隊がサンタの衣装に身を包み、「もろびとこぞりて」「ジングルベル」
など、おなじみの 5 曲を四部合唱で歌い上げ、その後会場の聴衆とともに
3 曲をいっしょに歌って、クリスマスの喜びを分かち合いました。
　クリスマスの喜び ････ それはイエス・キリストによって私たちの罪が
赦され、一人残らず“救われた”という喜びです。この良き知らせを一
人でも多くの人々に届けようと、聖歌隊の歌声がタワーズガーデンに響き
渡ったひと時でした。

 第 37 回　平和の使者
 クリスマスカードコンテスト
　今年で 37 回を数えるクリスマスカードコンテスト
に、今年も幼児から一般の方 1383 点と、さらに相互
交流のあるソウルＹＭＣ A より 254 点の個性豊かな温
かい作品が寄せられました。審査員 5 名の先生方によ
り特賞・特選合わせて 185 点が選ばれました。
　どの作品も素晴らしく、クレパスを力強く塗った様
子が思い浮かぶものや、とても繊細な切り絵でクリ
スマスを表現されたもの、この絵画に向き合うひたむ
きな情熱を感じられるものでした。今年も温かいメッ
セージが全国・海外のＹＭＣＡへ送り届けられました。
応募作品の中から、5 枚をクリスマスカードとしてク
リスマスの意味や平和のメッセージを伝えていける一

つの機会
として、これからも発信
していきたいと思います。
このカードコンテストの
趣旨をご理解・ご支援い
ただきましてありがとう
ございました。

　スキーリーダートレーニング
　12月 13日（金）〜 15日（日）2 泊 3 日（1 泊車中）の日程で、オール名古屋スキー
リーダートレーニング実技編を行いました。
　今年のトレーニングでは、スタッフ・リーダー・講師合わせて 39 名の参加があり、
シーズンはじめにも関わらず大雪に恵まれた長野県白馬五竜スキー場での充実した
トレーニングを終えることができました。

　最終日には、全日本ス
キー連盟級別テストを実
施し、1 級 1 名、2 級 10 名、
3 級 2 名の合格者を出しま
した。スキー技術だけで
なく、YMCA スキープロ
グラムを学ぶよき機会と
なりました。

ハートリーダー（千賀あや）
　私はスキー技術向上にむけてのスキートレーニングに毎年参加させていただき、
今年で 6 回目となりました。
　技術の向上はもちろん、「子どもたちへの指導法を学び、自信を持って、プログ
ラムに参加できるようになりたい」ということを目標に有意義な 3 日間を過ごすこ
とができました。
　それぞれの技術レベルに合わせた講習行うため、初心者のリーダーたちもすぐに
上達し滑れるようになりました。講習中には、子どもにわかりやすい指導法を学び、
早く子どもたちに教えてあげたいという気持ちでいっぱいです。
　スキーの他、バスレクやゲームを楽しみました。楽しむ気持ちが一つになり、ハ
プニングすら楽しさに変えてしまうリーダー達を見て、楽しいプログラムは自分た
ちが楽しむことから始まるということを改めて感じました。
　スキーリートレで学んだことを生かし、子どもたちと技術向上を目指しながら仲
間の輪を広げられるプログラムを展開していきたいと思います。
バボリーダー（鈴木裕美）
　今回、初めてリーダートレーニングに参加し初め
てのスキーにもチャレンジしました。トレーニング
では、まず歌、ゲームの種類を覚えました。
　その時にどうやって子どもが楽しむことが出来る
かや個人からグループ、全体へ関わりを広げていく
遊びの発展の仕方、雰囲気作りのための様々な歌を学ぶことができました。
　スキーでの指導は、子どもの気持ちを折らずに、楽しい・またやりたいと思って
もらえるようにすることが大切だと思いました。
　リーダーとして声かけや手助けをしたり、安全面を配慮してスキーをしていきた
いと学んだ 3 日間のリーダートレーニングでした。

（ 特　賞　入　賞　者 ）
賞　　名 特賞入賞者 所　　属

愛知県教育委員会賞 西部　葉奈 松栄小学校 3 年
名古屋市教育委員会賞 波平　和成 愛知教育大学附属名古屋幼稚園 年長
朝日新聞社賞 杉原　亜実 名古屋市立田代小学校 3 年
朝日新聞社賞 井上　琴葉 愛知県立大府東高等学校 3 年
サクラクレパス賞 森　　周人 建中寺幼稚園 年中
サクラクレパス賞 森田　鮎正 昭和保育園 年少
名古屋東海ワイズメンズクラブ賞 廣田　遥名 大野町立大野中学校 2 年
名古屋東海ワイズメンズクラブ賞 甲田　卓巳 愛知教育大学附属名古屋小学校 1 年
ＹＭＣＡ賞 久野　由依 日比野中学校 １年
ＹＭＣＡ賞 森下　颯斗 三崎小学校 6 年
ＹＭＣＡ賞 谷村　繁治 庄内小学校 4 年
ＹＭＣＡ賞 田中　俊祐 伊勢寺小学校 2 年
ＹＭＣＡ賞 西田　咲貴 御器所小学校 5 年
ＹＭＣＡ賞 河村　有紀 金城学院中学 3 年
ＹＭＣＡ賞 山内　玲奈 豊明市立栄小学校 6 年
ＹＭＣＡ賞 日比野梢絵 一  般
フレンドシップ賞 Kim GyuMin GANG NAM YMCA
フレンドシップ賞 Kim Seongjin GANG NAM YMCA

後援：愛知県教育委員会　名古屋市教育委員会　朝日新聞社　
協賛：㈱サクラクレパス　名古屋東海ワイズメンズクラブ

日時
  2 月 1 日（土）  
  7:45 ～ 8:30
場所
  名古屋 YMCA
奨励
  池田慎平伝道師
　 （日本基督教団

　　　　金城教会）

＊ どなたでもご参加

いただけます。

維持会員
〔継続〕
　浅野　猛雄　　浅野美也子　　松本　　勝　　松本　淳子
　藤谷　一夫　　藤谷　久子　　森　　愛美　　川本　清美
　川本　龍資　　崔　　得海　　成　　雪子　　櫛田　守隆
　尾関めぐみ　　山本　　徹　　山本　清子　　舩戸　　章
　舩戸菜穂子　　長谷川百合子　河内　珠江　　伊左治正文
　伊左治クミ子　野村　秋博　　野村　靖子　　松浦　　剛

（敬称略）

2013 年 11 月 16日〜 12月17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 2 月 4 日（火）

18：30 〜 20：30  名古屋 YMCA 未　定

名古屋東海 2 月 13 日（木）
18：45 〜 20：45 ラスース オークション

名古屋南山 2 月 13 日（木）
19：00 〜 20：30 南山 YMCA 未　定

名古屋プラザ 2 月 13 日（木）
18：45 〜 20：45 名古屋 YMCA TOF例会

名古屋グランパス 2 月 4 日（火）
19：00 〜 21：00 名古屋 YMCA 総　会

ワイズコーナー　2月例会の予定

CARING
HONESTY
RESPONSIBILITY
RESPECT

朝日新聞社賞
杉原亜実さんの作品

優勝者：金　智重さん

朝日新聞社賞
井上琴葉さんの作品

「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


