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　名古屋 YMCA では、使命 (Mission) を大切にすべての活動を行ってい
ます。その働きの方向性を具体的に明示するのが、中期方針であり計画で
す。ＭＡＰ 2015 では、「子ども・家庭・地域」「グローバルな視点を持つ
青少年」をキーワードに保育園（かみさわ・こひつじ）の開設や 80 周年
を迎えた南山幼稚園の充実、英語教育の刷新等を行いました。次期方針の
策定に当たっては、中期計画策定委員会を立ち上げ、様々な課題を持つ今
の社会にあってＹＭＣＡが取り組むべき課題の検討から行いました。　１．
地球環境の変化・異常気象　２．広がる経済格差・相対的貧困の問題　３．
少子・高齢社会　４．増加する外国人・定住外国人の課題　すべての課題
が深刻であり、簡単には解決できない事柄ですが、祈り（Pray）を持っ
て行動（Action）することが問題解決の一歩であることは言うまでもあり
ません。
　1920 年日本で最初の組織キャンプがＹＭＣＡで行われました。組織キャ
ンプとは自然環境の中で、グループ体験を通して、訓練を受けた指導者と
共に学ぶことを指します。それでは、私たちはキャンプで「何を」学ぶの
でしょうか？豊かになり過ぎて物に溢れた社会、食品廃棄物が年間 1700
万トンもあり、そのうち本来食べられるのに廃棄される食品ロスが年間
500 ～ 800 万トン（平成 22 年農林水産省）もある日本の社会において、
不便を工夫し、最小限の物を活用し、みんなで分かち合い、それでも豊か

に暮らすことをキャンプでは体験します。キャンプで学ぶ基本的な「生き
る力」は、地球環境を考える上で大変重要です。2020 年にはキャンプ 100
周年を迎えますが、ＹＭＣＡが大切にしてきたキャンプの持つ教育力を、
もう一度噛み砕いて発信していく責務を感じます。また、学校の長期休業
中に子どもの食事が守られない相対的貧困の課題に対して、すべての子ど
もを守り育むキャンプの力を活用することは、大切な働きとなることを確
信します。
　2013 年 11 月台風 30 号（Yolanda）により、フィリピン中部の沿岸部は
壊滅的な被害を受けました。私たちは、パナイ島イロイロ州タンバリザ地
域の方たちと共に復興のための活動を行い、その活動は今も継続されてい
ます。今年行われたキャンプには、東日本大震災により被害を受けた岩手
県宮古市の高校生も参加し、痛みを共有する機会が与えられました。フィ
リピンの貧村であるタンバリザ地域には大学がありません。村の学生が将
来の夢を描くには、街に出て学びを継続する必要があります。キャンプを
通して出会った私たちはスカラシップを立ち上げ、村の青年たちの就学支
援を行うことにしました。ノーベル平和賞を受賞したマララさんは「1 人
の子ども、1 人の教師、1 冊の本、1 本のペン、それで世界は変えられます」
と語りました。タンバリザの将来は、彼らの手に託されています。
　YMCA のすべての活動の場面に、多くの学びと気づきがあります。そ
して、一つひとつの課題を解決していくためには、多くのボランティア
と支援を必要としています。その
中心にはユースボランティアリー
ダーの存在があります。YMCA の
使命の実現のために、すべての人
が平和で幸せに暮らす事ができる、
共に生きる社会の実現のために、
YMCA 運動は拡張していきます。

  ぶどうの木　　「見つめる・祈る・信じる」

金城学園中学校　宗教主事・名古屋 YMCA理事　後藤田典子

　衝撃のニュースが耳に入った。「またか」と思わされる陰惨な事件や
戦慄走るテロの報道であった。いったい、どうなっているんだ、許せな
い・・・。そう思った。そんな気持ちからか、書店で一冊の新書を入手
した。姜尚中著「悪の力」である。現代の痛ましい事件・肥大するテロ
の様相を切り口に、聖書・古典的な文学などを交えて「悪（もしくは悪
魔的なモノ）」を多面的に捉えた本書は、そっと助言してくれた。「悪と
は、一言で言うと、病なのです。もう少し言うと、悪は『空っぽ』の心
の中に宿る病気です。」そして、「悪が病である限り、悪はこれからも尽
きることはないでしょう。でも、その中に人間性を回復する回路を見つ
け出すこともできるのです。」

　そこまで読んで思い出したのが、新約聖書・ルカによる福音書に描か
れている主の十字架の場面である。ここには、主イエスの二つの言葉が
記録されている。一つは、ご自身を十字架刑にした人々のために神に祈
られた「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らな
いのです」との、とりなし。もう一つは、一緒に十字架につけられた
犯罪人が自らの罪を認め悔いるのだが、その彼に語られた言葉である。

「はっきり言っておくが、あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる。」
　この十字架刑の場面は、悪に気づけぬ人々を切り捨てないで見つめる
主の姿が描かれ、彼らの為に祈り、悔いて立ち返るなら神の赦しが与え
られると信じておられる穏やかな姿勢が浮かび上がる。そんな主の姿に、
危うく怒りで空っぽになりそうな私の心が、何やら暖かさで満たされて
いく。これからも衝撃の事件・出来事が起きるだろう。それらに抗しな
ければならぬこともあるだろう。が、私たちは空っぽの心ではなく、満
たされた心で、今の時代を生き抜いていきたい。

MAP2020 MISSION・ACTION・PRAY
名古屋 YMCA中期計画 2016-2020 総主事　中　村　　隆

「互いに愛しあいなさい」
（ヨハネによる福音書15章17節）年間聖句
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名古屋YMCA中期方針（2016-2020）
❖�YMCAの全事業のブランディングとミッションを明確にします。
❖�「子ども」「家族」の居場所の創生にチャレンジします。�
❖�青少年のこころと身体を育む活動を大切に継続します。�
❖�グローバルな視点を持つ青少年を育みます。�
❖�高齢者が安心して暮らせる社会の実現のための取り組みを始めます。�
❖�ボランティアの人々と共に社会の課題に向き合います。�
❖�スタッフ研修の充実と強化を行います。

「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	 052-757-3331
YMCAこひつじ保育室	 052-757-5530
南山ファミリーYMCA	 052-831-6968
南山幼稚園	 052-831-8271
神沢ファミリーYMCA	 052-879-6300
YMCAかみさわ保育園	 052-879-6222

お問い合わせ   http://www.ngoymca.com/名古屋YMCA使命

NAGOYA YMCA NEWS

Philippines�scholarship�program�(2016-2022)
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　東日本大震災から５年を迎えた３月１１日、名古屋市中区
の久屋大通公園で犠牲者の追悼式が開かれました。名古屋
YMCA をはじめ、愛知県下の NPO、企業など 14 団体が実
行委員会形式で開いており、今回で３回目となります。
　式典には、愛知県知事や愛知県に避難している被災者の方
をはじめ、約 600 人の方が参列し、地震発生時刻の午後２
時 46 分、東北に向かって皆で黙とうして冥福を祈りました。
会場には「追悼東日本３・１１」と約１万本のキャンドルを
並べ、参加者は次々と献花台に花をささげ、犠牲者のご冥福
を祈りました。
　愛知県では今なお、１千人以上が避難生活を送っており、
福島第１原子力発電所の事故を受け、愛知県に避難されてい
る福島県いわき市の方は、「慌ただしい５年間だった」と振
り返っていました。また、岩手県陸前高田市から愛知県に避
難されている方は、「あっという間の５年で、生きていくの
に必死だった。今日の励ましを心に前に進みたい」と話しを
しておられました。
　名古屋 YMCA では、今後も日本の YMCA と力を合わせ、
被災された方の支援を継続していきます。今後もご協力よろ
しくお願いいたします。

　私は、38 年前に職員に採用され、新人研修で初めて東山荘に行き
ました。それまで、YMCA の活動には全く参加したことはなく、初め
て訪れた東山荘は、富士山を臨む風光明媚な森に懐かれた広大な研修
センターで、YMCAで働くことに誇りと希望を抱きました。その後、キャ
ンプ、会議、研修、そして、家族旅行などで毎年欠かさず訪れていますが、東山荘は、
単に研修センターというだけではなく、100 年間 YMCA 運動の思想とその思想を生
きた先人達の人生ー経験を後生に紡ぐ、時空を超えた場であることがわかります。東
山荘で全国・世界各地で活動している仲間と出会い、学び、熱く語り合い、考え、共
に神に祈り、そして、それぞれの場所に帰り実践する。時代を築いた新渡戸稲造や廣

岡浅子たち明治の YMCA の指導者が、全国
YMCA 運動を拡げるために学生 YMCA 夏季
学校の常設会場として設立した理想が今もい
きているのです。今、東山荘 100 年募金をお
願いしています。後生に YMCA 運動を紡い
でいくために、ぜひ、ご参画ください。

◎募金要項	 一口 3,000 円以上（但し、一口未満でも有難く頂戴いたします。）
	 	　郵便振替	◎御殿場郵便局　口座番号　00800-6-66931　
	 　口座名　公益財団法人日本 YMCA同盟国際青少年センター
　銀行振込	 ◎三菱東京ＵＦＪ銀行　四谷支店（普通）0023620
	 　口座名　公益財団法人日本 YMCA同盟東山荘募金
	 ◎スルガ銀行　御殿場駅支店（普通）　口座番号 2405533
	 　口座名　公益財団法人日本 YMCA同盟　交際青少年センター東山荘募金
	 　　　　　所長　堀口廣司

「東山荘100年募金」ご協力のお願い
　　　　　　　　　　　　日本 YMCA 同盟総主事　島　田　   茂　

　2016 年２月 27 日に瑞穂文
化小劇場にて 2015 年度名古
屋 YMCA・南山ファミリー
YMCA 合同ピアノ発表会を
行いました。毎年、この時期
に行われるピアノ発表会。今
年も 30 名を越えるお友だち
が参加し、発表をしてくれま
した。当日は、緊張した様子
のみんなでしたが、日頃の練
習の成果を発揮し、すばらし
い演奏を聞かせてくれました。
沢山の温かい拍手や笑顔に囲
まれた素敵な発表会でした。

南山幼稚園 80周年事業
未来募金のご協力のお願い

　1935 年に創立された南山ことりのす幼児園・南山幼稚園の卒園生は 3,715 名を数
え、南山ファミリー YMCA では幼児教室・体操・サッカー・野外活動などを通して
地域の子どもたちを育くんできました。多くの子どもたちを育んできたこの南山の地
で、「地域の子どもたちを育んで 100 年」にむけてこれからも歩み続けたいと思います。
南山幼稚園では 80 周年記念事業として「未来募金」を行います。皆様から頂きまし
た未来募金を用いて地域に開かれた活動を継続して行っていきたいと思います。

①『心』を育てる活動
　◎ 子育て支援の一環として子どもたちの心を育てる絵本の図書を充実させ地域へ開

放します。
　◎ 子どもたちの心を育む読み聞かせの活動を行います。
②地域の子育てを支える、地域交流の拠点となる活動
　◎ 子育ての拠点となる子育て支援センターを開設し、子育て支援プログラム『ふた

ば』を地域に開放します。
　◎ 文化に触れる機会であるファミリー・子どものためのコンサートを継続開催します。
③幼稚園を支える活動
　◎ 心を育てる活動、地域の子育ての拠点、交流の拠点となる活動のために施設設備

を整備します

○募金目標　　2,000 万円
 一口 5000 円からお願いいたします。
 一口未満のご寄附もありがたく頂戴いたします。
○募金窓口　　YMCA 各拠点の窓口で受け付けています。
○銀行振込　　三菱東京 UFJ 銀行　石川橋支店
 口座名義　学校法人名古屋 YMCA 学園
 口座番号　普通　3923633
　みなさまのご支援が私たちの活動を支え、未来の子どもたちを育みます。
ご協力よろしくお願いいたします。

4 月 5日火
AM7:45 ～ 8:30

奨励
日本同盟基督教団名古屋めぐみ教会

石川正牧師

場所
名古屋YMCA池下
本館 5階チャペル

維持会員
宇佐美三奈子　横井　麻緒　　尾関　　明　　尾関　静枝　　久保田　啓
義井　裕子　　福田　義正　　斉藤　典子　　松井　克巳　　寺田　仁計
寺田　純子　　岩瀬　康彦　　長谷川百合子　瀬口　昌久　　武田　尚子
河部　　薫　　近藤　保彦
建築基金
宇佐美　三奈子
寄付
株式会社　ベック

2016 年 2月 16日〜 3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 4月12日（火）
18:30〜 メネットナイト 名古屋

YMCA

名古屋南山 4月14日（木）
19:00〜 お花見例会 南山

YMCA

名古屋東海 4月14日（木）
18:45〜

名古屋城木造天守閣及び三の丸木造プロ
ムナードの夢   川地正敏氏（川地建築設計室
主宰・元彦根シャトークラブメンバー）

ラスース
ANN

名古屋
グランパス

4月9日（土）
4月10日（日）被災地応援ツアー 福島

ワイズコーナー 4 月例会の予定 名古屋YMCA
 早天祈祷会

ピアノ合同発表会開催 !!

東日本大震災
犠牲者追悼式


