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  ぶどうの木　　「愛はすべてを完成させるきずなです。」

聖書：コロサイの信徒への手紙３章１４節

日本同盟基督教団　シティリジョイスチャーチ　榊原康成
　多様性が叫ばれる時代です。一人一人が違うことを認めることが大
切であると言われます。しかし、人と違うということだけが主張され
るのが良いことではないはずです。多様性とは、自分とは違う存在そ
のものを喜んでいくということです。そこには互いに認め合い､ 受け
入れ合っていくことが大切になります。
　2017 年の年間聖句はコロサイの信徒への手紙 3 章 14 節です。
YMCA が 2017 年､ そしてその先に取り組もうとしている新しい歩み
を導き支えてくれる聖句です。
　聖書は、キリストを信じた人は新しい人となったので、古い性質を
捨て去って良いものを身に着けていくように勧めます。

　しかしどれほど良いものであってもそれを次々と身に着けていくだ
けでは、一つ一つバラバラなままでは真の良い力を発揮することはで
きません。新しいものを身に着けていく時は、必ずそれらをキリスト
にある愛で結び合わせていくことが大切になります。
　振り袖姿が美しいのは中心に結びの帯があるからです。私たちの社
会への取り組みは、いつもキリストの愛を身に着けて結ぶことで完成
していくのです。
 　新しい YMCA のプログラムに参加する人が良いものを見つけて成
長していく時、プログラムを提供する YMCA も一緒に成長していき
ます。これまでも様々なことに取り組んできましたが、立ち止まるこ
となく更に進んで行きたいと願って動き始めています。
　私たちは主に期待しています。私たちだけで新しいことに挑戦する
のではなく、キリストの愛を身に着けているからです。挑戦し続ける
私たちを主は新しい出会いへと導き、結び合わせてくださるのです。
そこには完成させてくださるキリストの愛がいつもあります。

「愛はすべてを完成させるきずなです」
（コロサイの信徒への手紙3章14節）年 間聖句
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Value

したい何かがみつかり、誰かとつながる。

私がよくなる、かけがえのない場所。

Vision
互いを認め合い、高めう「ポジティブネット」

のある豊かな社会を創る。

Personality
心をひらき、わかち合う

前向きで、まわりを惹きつける魅力を持つ。

　ＹＭＣＡは、したい何かがみつかり、誰かとつながる。私がよ
くなる、かけがえのない場所を提供し、互いを認め合い、高め合
う「ボジティブネット」のある豊かな社会を創ることを目標とし
ます。そんな私たちは、「心をひらき、わかち合う。前向きでまわ
りを惹きつける魅力を待つ」人でありたいと願います。

　全国のＹＭＣＡではブランドコンセプトを定め、すべての活動
で具現化できることを目指しています。名古屋ＹＭＣＡではＭＡ
Ｐ 2020（中期計画 2016-20）を作成するにあたって、直面する
グローバルな課題に焦点をあてました。近年の地球環境の変化は、
想像を絶する巨大な災害をもたらします。2013 年 11 月台風 30 号

（Yolanda）により壊滅的な被害を受けたパナイ島イロイロ州タン
バリザ地域の漁村に住む人々は、巨大な山のような波が村を直撃
したと語られました。地球環境の循環の中で暮らす私たちは、私
たちの豊かな暮らしが環境の変化に加担していることを心に
留め、質素で簡易な暮らしを求める必要がありま
す。経済格差は広がり、相対的貧困の問題
は子どもたちを直面しています。昨年夏
に行った学童キャンプには経済的な理
由でキャンプに参加できない子どもた
ちを招待し、大自然の中で仲間やリー
ダーたちと楽しい時間を過ごすことが

できました。夏休みの期間に「衣・食・住」が守られるだけでなく、
自分を大切に思ってくれる人との出会いは、まさに「ポジティブ
ネット」ではないでしょうか。国際化が進む中で増加する外国人
の課題に対して、新たに日本語学校の開校を目指します。私たち
が目指す日本語学校は、留学生の日本語習得・進学・就労支援に
留まらず、定住外国人のための語学・生活支援をも目指しています。
様々な国の人々が、互いの文化・習慣を尊重することが大切です。
そして、私たちのすべての活動にはボランティアが溢れ、互いを
認め合う豊かな社会が創られていることでしょう。
　神奈川県立保健福祉大学の初代学長である阿部志郎さんは、90
歳を迎える時に出版した「愛し愛されてー継承の小道―」という
著書の中でネガティブ・ケーパビリティ（negative capability）と
いう言葉を使われています。ネガティブは否定で「消極」、ケーパ
ビリティは「能力」と直訳されるのですが、18 世紀のイギリスの

詩人ジョン・キーツが、「不確実なものや未解決なものを受け
入れる能力」という言葉で使ったと記されていま

す。社会の（ネガティブな）課題に対して
手軽な解決や性急な解決に走らず耐える

からこそ、互いに認め合い、高め合う「ポ
ジティブネット」のある豊かな社会が
創られることを示唆されています。

「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
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名古屋ＹＭＣＡリーダー感謝会
　3 月 20 日（月・祝）南山ファミリー
YMCA にて、2016 年度のリーダー感謝会
が行われました。87 名のリーダー・ワイ
ズ・OBOG・スタッフが集い開催すること
ができました。YMCA の活動をいつも一
緒に汗を流し、作り上げてくれるリーダー
たちへの感謝の会です。礼拝では理事長
の寺田先生から、愛について、人との出会いの大切さ、困難とどう向き合
うのかなど、社会に出てからも大切にしてほしいことをお話いただきまし
た。2016 年度大学を卒業するリーダーたちは 17 名です。多くのリーダー
たちが社会へ出て行きます。YMCA で子どもたちから、保護者の方から、
そして仲間から学んだことを大切に、それぞれの立場で平和を作る一人の
人として活躍していくことを期待しています。

第 11回　朗読発表会のご案内

2017 年４月２９日（土）　開場：１２時半　開演：１３時
場所：名東文化小劇場　地下鉄東山線「上社」下車１番出口すぐ
　　　　　　　　　　　上社ターミナル３階

　毎年行われています合同発表会を今年も開催いたします。一人ひと
りが作品と向かい合い朗読することに喜びを感じながら発表を行いま
す。ぜひ多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

　2017 年 2 月 22 日から 28 日までの一週間、フィリピンワークキャンプ
に参加してきました。2013 年フィリピンに上陸した台風被害への復興ワー
クキャンプへ名古屋 YMCA から 2 人、YMCA せとうちから 3 人、茨城
YMCA から 4 人、盛岡 YMCA から 3 人の計 12 人が集まりました。現地
を訪れるまでは、あまり治安が良くない、食べ物や水に注意、発展途上で
貧富の差が激しいなど、マイナスのイメージが優先していました。そんな
気持ちの中でも自分に何か力になれることはないか、そんな気持ちを胸に
日本を発ちましたが、実際にはたくさんのおもてなしをしていただき、お
いしい食事を食べ、寝床も用意していただき、ほとんど不自由のない素敵
な一週間を過ごすことが出来ました。
　今年のワーク地は昨年まで支援を行っていたタンバリザから場所を移し、
イロイロ YMCA が管理するキャンプ場での活動となりました。屋根や壁
が飛ばされ、原形が分からないような建物の修復作業をイロイロ YMCA
のユースたちと協力しながら行いました。膨大な量の作業をしていると学
校が終わった子どもたちが続々と集まってきて、そのまま作業の輪に加
わっていきます。気づけばスタートの倍以上の人数で楽しい雰囲気の中、
一体となって作業をしていました。英語も分からず、言葉の通じない小さ
い子どももたくさんいましたが、
お互いの気持ちが通じているの
は分かりました。そして、イロ
イロの人たちの関わりの強さや、
相手を思いやる気持ちをとても
感じることができました。
　ワークの作業だけではなく、
歴史資料館を訪れたり、戦争を体験された方のお話しを聞くことによって
フィリピンの歴史を学びました。フィリピンのユースたちとともに学ぶこ
とで、お互いの国での戦争の認識、学んできた内容の違いについて、あら

ためて知ることが出来ました。また、イロ
イロの学生と一緒に参加させていただいた
ユースフォーラムでは、現在のフィリピン
の抱える問題について話し合いました。違
法ドラッグや感染症の深刻さへの理解を深
めるのはもちろんですが、日本では話しづ

らいとされるような性の問題な
どを 10 代前半の若者に投げかけ、
自由に討論させるフィリピンの
スタイルに日本にはない面白さ
を感じました。
　問題も抱え、決して裕福であ
るとはいえないフィリピンです
が、この一週間で何よりも印象的だったのが、現地の人たちがいつでも明
るく楽しそうなことです。人が集まりおしゃべりが始まると、歌いだす者

が現われ、まわりはリズムに合わせ
て踊り出す。見ているだけで楽しく
なってくるような光景があちらこち
らで繰り広げられていました。
　また、二日間お世話になったホー
ムステイ先ではその様子がとても伝
わってきました。朝起きるとよその

家の子が家事を手伝っていたり、午前 7 時前にも関わらず、外からは楽し
そうに遊ぶ子どもたちの笑い声が聞こえてきました。近所の人たちは当然
のように家族ぐるみで仲が良く、あいさつはもちろんのこと、会う人会う
人と楽しそうな会話が広がっていました。実際に現地で生活をすることに
よって日本の技術の素晴らしさ、生活の便利さを実感しましたが、今の日
本が学ぶべきこともたくさんあるのではないかという印象を受けました。
　一週間のワークキャンプを終え、今一番に思うことは、もっと多くの若
いリーダーに参加してほしいということです。伝えたいことはたくさんあ
りますが、どうしても言葉だけでは伝わらないことがたくさんあります。
こんな貴重な経験ができる機会はなかなか身近に落ちているものではない
と思います。興味を持っている人はたくさんいると思います。実際に参加
させていただいたものとして私がこれからやるべきことは、言語の壁、文
化や生活環境の違いに不安を抱え一歩が踏み出せない人たちの背中を後押
しするきっかけになることだと思います。今回の素晴らしい一週間の話を
多くの人たちに伝えていきます。そしてYMCAというきっかけが若いリー
ダーたちの今後の人生の後押しとなるはたらきができればと思っています。

（スタッフ　若林将太）

アフタースクールＦＵＮ！（本館）
昨年度から開講したＹＭＣＡアフタースクールＦＵＮ！
　放課後を保護者の帰りを待つだけの時間ではなく、子どもたちの可能性
を延ばす時間にしたいと願い、立ち上げて１年が経ちました。
　ＦＵＮ！の特徴の一つは、曜日ごとに設定しているプログラムです。
英語・スポーツ・アートなど、専門講師による講座を受けることができる
ので新しい分野を学ぶことができます。もう一つの特徴は、ボランティア
リーダーとの関わりです。宿題や課題などを教えてくれたり、一緒に公園
で遊んだり、子どもたちにとって一番近くで色々なことを教えてくれ、相
談に乗ってくれる頼れる存在です。
こういった様々な関わりの中で、主役の子どもたちが、いきいきと輝き、
たくさんの仲間と多くのことを学び協同する力
を育めるような環境作りをしています。
　２年目を迎えるＦＵＮ！子どもたちの「心の
居場所」。保護者の皆さまにとって「安心・信頼
できる居場所」でありたいと願い、これからの
活動にも注目していてください。　担当：浅野

維持会員（継続）
山村　喜久　　　中村　　隆　　　加藤　朱美　　　義井　裕子　　　三井　秀和
阿部　一雄　　　荒川　恭次　　　荒川　恒子　　　坂口　功祐　　　信田伊知郎
下村　明子　　　高田　士嗣　　　服部　庄三　　　早川　政人　　　坂野　清治
松原　行謙　　　橋爪　良和　　　橋爪　圭子　　　笠井　康助

2017 年 2 月 16 日〜 2017 年 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11日（火）18:30〜 メネットナイト 名古屋 YMCA

名古屋南山 4月13日（木）19：00〜 お花見例会 魚　民

名古屋東海 4月13日（木）18：45〜 卓話「名古屋市長とは…」
桜井治幸氏　元名古屋市議会議長 ラスースANN

名古屋グランパス 4月8日（土）〜10日（月）被災地応援ツアー 石巻市・女川町・
航空自衛隊松島基地

ワイズコーナー 4 月例会の予定

NAGOYA YMCA PHILIPPINES WORK CAMP2016年度 フィリピンワークキャンプ　貴重な体験を若者に


