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YMCA 4 Values ･･･ 私たちは大切な価値を伝えます
Caring：思いやり Honesty：誠実さ Responsibility：責任感 Respect：尊敬心
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Kids Love the CAMP,
the CAMP Gives Love!
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共に育つ場〜YMCA
子どもたちが一番輝いて、大きく成長するのは、子どもたちが自分の好きなことに熱中し、
われを忘れて、それに没頭するときです。こういう時に、人間としてとても大切な資質･･･集中
力、逞しさ、想像力等々･･･が自然に、誰にも気付かれないで、子どもたちの心の中に育ってい
くのです。
子どもたちの相手をするリーダーたちも、子どもたちのこのような姿に触れ、自分たちの中
に眠っていた大切な資質･･･優しさ、忍耐強さ、創造力等々･･･が呼び起こされます。こうして、
YMCA の様々な活動の中で、子どもたちもリーダーたちも共に、大きな人間的な成長を果たし
ていくのです。
子どもを育てる中で親も変わります。もし、親が少しも変わらなければ、子どもは少しも成
長しません。子どもは、自分が直接に関わる周囲の人々の振る舞い方に非常に敏感に反応し、
自分の振る舞い方を決めるからです。
YMCA は、子ども・親・リーダーそれぞれが、他を大切にしながら、共に成長する場です。
このような場をみんなの力で、より大きなものへと育てましょう。

前橋 YMCA 理事長 白石昭夫
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YMCA サマーキャンプ大特 集！
英国の詩人ワーズワースは「子どもは夏に育つ･･･」と言い、簡素な生活は高遠の理想を生み出すと詩
にしました。キャンプでは、自然に触れながら、トレーニングされた指導者（YMCA リーダー）が小グル
ープにつき、子どもたちとの生活や活動を共にします。家や学校ではできない体験と出会いから、子ど
もたちは生涯の力を身につけてくれることでしょう。

YMCA サマーキャンプへのおさそい
今年で日本の YMCAキャンプは 85 周年を迎えます
が、長い歴史の中で YMCA キャンプが願いとしてき
たことは、子どもたちの「限りない成長」です。前橋
YMCA が行うキャンプもその願いを持ち続け、今夏も
サマーキャンプや夏季プログラムを計画しています。
そこで出会う仲間たちやリーダーたち、そして自然か
ら多くの学びと楽しさを与えられ、それが子どもたち
一人一人の力となっていくように願っています。
その YMCA キャンプの特徴の一つに「ボランティ
アリーダー」の存在があげられます。リーダーたちは、
自らも成長したいという熱意をもって YMCA のキャ
ンプや活動に臨む有志たちです。必ずしも成熟した完
成された
指導者ではないかもしれません。しかし、熱意や高い志をもつ若者たちとの出会いは、子どもた
ちにとって大きな意味を持ちます。なぜなら彼らが子どもたちに関わろうとする理由は、
「子ども
たちが好きだから」であり、
「子どもたちの成長を心から願っている」からです。報酬のためでも、
見返りを得るためでもないのです。
サマーキャンプや夏季プログラムに向けて、リーダーたちのトレーニングやリーダー会が始ま
りました。共に過ごす子どもたちを思いながら、その日への備えを今みんなでしています。ぜひ
YMCA キャンプへ参加してみませんか？
キャンプ名

対象

日程・場所

サマースクール

年少〜年長

7/27〜29

3 日間日帰り

ぐるりん１

年少〜年長

8/9〜11

ぐるりん２

年中〜小 2

8/17〜19

原始人キャンプ

小 1〜小 3

8/9〜11

妙高グリーンキャンプ

小 1〜小 6

8/3〜6

アドベンチャーキャンプ

小 3〜中 3

8/17〜21

前橋 YMCA赤城キャンプ

スタディキャンプ

中 1〜高 3

8/14〜17

前橋 YMCA赤城キャンプ

3 日間日帰り
3 日間日帰り
前橋 YMCA赤城キャンプ
東京 YMCA妙高高原ロッジ

お問合せ・お申込みは前橋 YMCA までどうぞ

TEL：027-234-2299
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What s the YMCA?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・YMCA 活動紹介①

前橋 YMCA で行っている様々な活動、知っているようで知らない活動、YMCA に関わるみなさ
んに、少しでも YMCA の活動を知っていただきたく、このコーナーでは活動紹介をしていきま
す。今号では「はらぺこあおむし」と「ホビット」を紹介します。

子どもだってスローフード！

月１回の冒険にでかけよう！

「はらぺこあおむし」

「ホビット」

松本梢（わかめ）リーダー

松本聖（デルモン）リーダー

はらぺこあおむしという活動は、色々な意味でお
いしい 活動だと思います 。この活動は、「食べ物」
を中心とした活動で、毎回自分達で昼食を作り、で
きたてのものをその場で食べることができます 。
「自分で作った」という充実感の中で食べる料理は、
また格別においしいです。参加する子どもたちは、
男の子が大半で、一見料理なんてしなそうですが 、
目をキラキラさせて 、ニコニコ料理を作ります。き
ちんと片付けまでしている姿を見ると、普段見るこ
とのできない自主性を見ることができたり、またそ
の意外性を見ることができます。料理がおいしいの
はもちろんですが、これもおいしいなぁと思います 。
この活動を通してリーダーが大切に考えている
ことは 、料理のおいしさだけでなく、そこから食べ
物の大切さや、残さず食べるということの意味を感
じてほしいということです 。また、今年は子どもた
ちに野菜を育ててもらっています 。育てる体験を通
して、野菜の苦手な子が野菜を食べるきっかけにな
ったらと願っています。
また、料理の場としてだけでなく、この活動が仲
間作りの場にもなっていけたらと思います。学校が
違い、普段会えない子と仲良くなるのは難しいです
が、料理を一緒に行うことが仲良くなるきっかけに
なったり、「同じ釜の飯を食う」ではないですが、
そこで一体感 が生まれたりするのではないでしょ
うか。この一年で
最終的には、はら
ぺこ Family とし
て、みんながいて
当たり前という関
係になっていけた
らと願っています。
はらぺこあおむ
しは今年で 3 年目
を迎えます。子ど
はらぺこ 6 月 マスつかみどり
もの人数も年々増
中央がわかめリーダー
えてきているので、
前年度通りの活動というわけにもいきません。まだ
試行錯誤の段階ですが、どの活動に来ても、子ども
たちが「楽しかった」
「おいしかった 」
「また来たい」
と思えるような活動にしていきたいです。

ホビットは小学生
を対象とした月に 1
回の野外活動のプロ
グラムです。小学生
５〜６名のグループ
にリーダーが１人つ
いているので、初め
て参加する子どもた
ちでも、何回も参加
してくれている子ど ホビット 4 月武蔵丘陵森林公園にて
もたちでも自然に友
後列中央がデルモンリーダー
達やリーダーと仲良
くなることができます。プログラムの内容は様々で、ハ
イキングをして自然を感じたり、水族館や動物園に行っ
て生き物とふれあったりしています。春には新しい命を
見つけに山へハイキング。夏にはみんなで楽しく水遊び。
秋には紅葉を見て自然の移り変わりを実感。冬には寒さ
に負けずに元気よく雪遊び。季節に合わせたプログラム
を行い、子どもたちとリーダーが一緒になって遊びます。
また、活動場所まではバスで移動するのでその移動の
時間も楽しめるような工夫をし、グループの友達とたく
さん話ができるようバスでのプログラムを考えています。
ホビットでは１回の活動を行うにあたってリーダーが
４〜５回の話し合いを行っています。そこでは、子ども
たちに達成してほしい目標、子どもたちの楽しめるプロ
グラムの内容、子どもたちの安全などを話し合い、より
良いプログラムができるようにしています。活動をする
場所についても話し合いを行い、各リーダーが自分の持
っている知恵や情報を出しあったり、下見に行ったりし
たうえで、いくつか挙がった候補のうちホビットに一番
ふさわしい場所を選びます。
リーダーたちは「ありがとう」「友達」「子どもの気づ
き」を大切にしながら子どもたちの成長を願ってプログ
ラム作りをしています。ホビットに参加する子どもたち
が、
「ありがとう」をたくさん言えるようになったり、新
しい「友達」が作れたり、知っている「友達」ともっと
仲良くなれたり、様々なことに「気づき」、少しでも成長
してもらえたら、とリーダーたちは考えています。

_____________________________________________
YMCA では今回紹介した活動以外にも様々な子ど
もたちの活動を行っています。お気軽に資料をご請
求ください。
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前橋 YMCA 赤城キャンプ メインゲート完成
プレキャンプ「ぎんじグループ」

リーダートレーニングが始まりました！

リーダートレーニング理論編スタート！
¦YMCA と YMCA キャンプの理解
6 月 16 日（木）18:30〜20:30（終了・13 名）
土谷隆氏（東京 YMCA 野外・環境教育部統括）

5 月 3 日〜5 日、YMCA 赤城キャンプで
2005 年度プレキャンプを行い、23 名のリー
ダーの参加がありました。
「キャンプ」の原
体験を通してサマーキャンプや活動 の意
義・方法を学ぶ機会となりました。
また、多くの方々のお支えによって実施
できたプレキャンプでした。募金や OB・
OG の皆さんの尊い奉仕によって運営され
ました。当日のプログラム、グループカウ
ンセラー、キッチンなどをお手伝いいただ
いた OB・OG は 30 名以上、多くの差し入
れも頂戴しました。6 月からは理論トレーニ
ングも始まり、いよいよ夏へむけてリーダ
ーたちの備えも本格的になってきました。
引き続きみなさんからのお力添えをよろし
くお願いします。

¦子どもの発達課題〜幼児期
6 月 28 日（火）19:00〜21:00（終了・14 名）
深町穣氏（赤城育心保育園園長）
¦グループ運営とリーダーの役割
7 月 5 日（火）18:30〜20:30
飯忍氏（東京 YMCA 副総主事）
¦YMCA キャンプの安全
7 月 12 日（火）18:30〜20:30
吉田大郎氏（日本キャンプ協会事務局長）

2004 年度バザー

YMCA バザーの献品を募集開始します！
YMCA バザーは 10 月 30 日（日）です。バザーの
収益は、YMCA活動を支えてくれるボランティアリー
ダーの養成費等に用いられる予定です。ご家庭で眠っ
ている贈答品 やリサイクルできるものなどこの機会に
ぜひお役立ていただけませんか？（献品は YMCA ま
でお持ちいただくようお願いいたします）
＊ 衣類・靴類は新品または販売可能なきれいな物を
お持ちくださいますようお願いいたします。
＊ その他献品に関してはお気軽に YMCA までご相
談ください。
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YMCA 新ディレクターの木下亮介（いっきゅう）です！
はじめまして、今年度より専任講師として前橋 YMCA のスタ
ッフに採用されました木下亮介(きのしたりょうすけ)です。昨年
までは、ボランティアリーダーとして、前橋 YMCA の活動に参
加させていただきました。今年度からは、プログラムディレクタ
ーとして、月例の「はらぺこあおむし」、体育事業の「前橋サッ
カー」、会館を利用した「フルーツポンチ」を担当しています。
ボランティアリーダーから今までの YMCA とのかかわりのなか
で、一番に感じることは、様々な人々との出会いが YMCA には
あるということです。自分がこの YMCA のスタッフになるとい
う、人生においての大きなターニングポイントになるであろう機
会を与えてくれたのも YMCA であります。
私は、大学生活を通じて、障害児教育について勉強してまいりました。そのなかで、子どもひ
とりひとりと丁寧にかかわることの大切さを学びました。子どもからの発信を丁寧に受け取り、
そして子どもとの信頼関係を築いていくという、単なる「かかわり」ではなく「かかわりあう」
ことの大切さを学んだように思います。
前橋 YMCA の良さの 1 つには、ボランティアリーダーがあります。野外活動やキャンプを楽
しみしている子どもたちは、リーダーに会えることを楽しみしていると思います。リーダーが、
子どもたちに単なる一方的なかかわりをしているのではなく、子どもたちと「かかわりあい」を
しているからこそ子ども達はリーダーに会えることを楽しみにできるのだと思います。これから
も前橋 YMCA の活動が「かかわりあい」の多い活動になるよう、精一杯がんばっていこうと思
います。今後ともよろしくお願いします。

G.S.Report

・・・総主事レポート

みなさんこんにちは。3 月より前橋 YMCA に参りました星野
太郎と申します。東京 YMCA で 12 年間、カナダ YMCA で 1 年
間スタッフをしてきました。群馬の地に住むのはもちろん初めて
ですが、YMCA をとおして多くの方々にあたたかく迎えていた
だき、気持ちよくこの地での仕事と生活をスタートさせることが
できました。
この地に来てまだ 3 ヶ月少々ですが、前橋 YMCA のはたらきがより地域に必要とされ、より
多くの方々に関わってもらえたらと考えています。現在、前橋 YMCA では、子どもたちの豊か
な成長を願う活動を充実させていくこと、障がいを持つ人たちと共にある活動を創り出すこと、
またより多くのボランティアの方々による働きを創り出すことなどを具体的な計画としていま
す。
この NEWS もより多くの方々に YMCA の姿とこれからの働きを知ってもらおうと発行するこ
とにしました。活動やキャンプに参加される会員の皆さんも、維持会員の皆さんも、リーダーOB・
OG の皆さんも、これからも前橋 YMCA に連なる一人として、共に歩んでいただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
前橋 YMCA 総主事 星野太郎
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YMCA からありがとう！

YMCA は世界最大のボランティア 団体と言われて
います。前橋 YMCAも多くの方々のボランタリー
なサポート によって支えられています。以下のお
支えに心から感謝しご報告させていただきます。
●ナースリー教室床敷設ご寄付
（2004 年度ナースリーメンバーの皆さん）

●ナースリー教室壁紙張り
（2004 年度卒業リーダーの皆さん）

●館内床およびトイレ清掃・修繕
（六本木義明さん・篠原武司さん・高草木弘子さん）

●事務所照明取替え
（六本木義明さん）

●赤城キャンプ道路枝切
（深町顯さん）

●赤城キャンプ YMCAマーク塗料ご寄付
（深町顯さん）

●YMCA公用車（マツダボンゴ）ご寄付
（大熊建資さん）

●赤城キャンプ薪ご寄付
（廣瀬林産工業）

●プレキャンプ運営・指導
（リーダーOG/OB の皆さん）

●YMCA公用車シール
（テクノアート阿部さん）

● リーダー養成募金
（3 月〜6 月 順不同・敬称略）
関口太郎・萌 石井智美 武井学 本多悠夏
貫井啓登 南皓文 山本正平 中蔵悠森 高松麗子
志賀達也 蓮見央 一宮和雄 高草木弘子
新井廣和 蟻川智子 山田公平 深町穣
堀口廣司 宮崎純 ? 原道子 飯忍 大賀幸一
杵渕裕子 土谷隆 江森俊明 深町顯 高野智子
大附麻衣子 山崎啄之 木暮真美子 茜部久美
三枝恭代 篠原武司 篠原圭 三井柳仁・由貴
吉田賢司 岩田直樹 橘智昭
リーダー 養成募金 のご協力ありがとうございます ！プ
レキャンプやリーダートレーニング の運営のために用
いさせていただきます。

THE YMCA NEWS
編集ボランティアを募集します！
次回の THE YMCA NEWS（秋号）は 10 月発行
予定です。NEWS の記事の編集・レイアウト・
入力・印刷作業などをお 手伝いくださる ボラン
ティアを募集いたします 。コンピュータ で文字
入力できる方、日中の時間をボランティアで用
いたいとお考えの方、編集作業に興味をお持ち
の方、ぜひお気軽に YMCAまでお問合せ下さい。

NEWS

YMCA スケジュール・・・（7 月〜9 月）
7 月 2 日（土）赤城キャンプワーク⑦
「草刈・防腐剤塗り・清掃等」
7 月 3 日（日）赤城キャンプワーク⑧
「草刈・防腐剤塗り・清掃等」
7 月 5 日（火）リーダートレーニング④
「グループ運営とリーダーの役割」
講師：飯忍氏（東京 YMCA 副総主事）
7 月 7 日（木）理事・常議員会
7 月 9 日（土）フルーツポンチ
7 月 12 日（火）リーダートレーニング⑤
「YMCAキャンプ の安全」
講師：吉田大郎氏（日本キャンプ協会
事務局長）
7 月 15 日（金）ナースリー終了
7 月 17 日（日）ホビット・たんぽぽ
7 月 18 日（月）サマーキャンプ説明会
全体リーダー会
7 月 22 日（金）赤城キャンプ開荘
8 月 27 日（土）赤城キャンプ閉荘
9 月 3 日（土）サマーキャンプ思い出会
9 月 5 日（月）ナースリー開始
9 月 8 日（木）理事・常議員会
9 月 10 日（土）はらぺこ
9 月 12 日（月）高崎サッカー開始
9 月 15 日（木）前橋サッカー開始
9 月 18 日（日）ホビット・たんぽぽ
9 月 24 日（土）フルーツポンチ・MOC〜25 日

維持会員として YMCA をお支えお願いします
YMCA リーダーの養成をはじめ、YMCAの様々
な活動を支えるために維持会員としてのご協力
をお願いいたします。維持会費は 10000 円・
20000 円・30000 円・50000 円からお 選びいた
だけます。リーダー卒業生のジュニア会員 5000
円もあります。維持会費は一年間有効で、YMCA
の会員として 、キャンプ の季節会費が無料にな
ったり、他 YMCA でも YMCA 会員としてのサ
ービスが受けられます。維持会費は YMCA窓口
でも、銀行振込でもお受けすることができます。
振込先：東和銀行 前橋北支店
（普）129699 財団法人前橋キリスト教青年会

【新入 3 月〜6 月】順不同・敬称略
草分俊一
金子本次
吉田賢司

堀雄二 沖利柯 松本数美 田所悦子
茜部久美 三島和康 菅野牧夫
佐藤信也 金弘明 木下亮介 星野太郎

【継続 3 月〜6 月】順不同・敬称略
大崎護 堀口廣司 高草木弘子 杵渕裕子
青木敦 黒田とめ子 江森俊明
磯部康長 江森利一郎

山本エマ

皆様のお支えに心より感謝いたします。

