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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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フルーツポンチ４月活動

自発性 を育てよう
ヒトには無数の遺伝子があり、その遺伝子のもつ潜在的能力の半分も発揮すれば
「天才」と呼ばれるほどに優れた者になれる、と聞いたことがあります。教育とは、
人々の中にまどろんでいる能力（＝可能性）を呼び覚まし、その能力が伸びて行くの
を助ける営みです。
ＹＭＣＡが目指しているのは、まさに、子どもたちの中に眠っている可能性を引き
出し、伸ばしてゆくことです。その前提になるのは、子どもたちの自発性です。この
自発性は幼児期に培われるのです。親の豊かな愛情の中で、のびのびと自分のやりた
いことをやる習慣を身につけるのです。自発性の発展には親の見護り（＝安心感）が
欠かせません。

前橋 YMCA 理事長 白石 昭夫

THE

NEWS

前橋・
高崎サッカークラス
前橋・高崎ＹＭＣＡのサッカークラスは１９９２年に誕生しました。それ以来サッカーの
技術習得と共に活動を通して、子どもたちの健全な成長を促し、すこやかな心とからだを
育み、さまざまな学びを持てるようにクラスを運営しています。

① 自分のいのちとみんなのいのちを大切
にすること
グループ練習を通してお互いのいのち
を大切にし、生きる力を身につけること
を目指します。また、安全に活動するこ
と、健康の大切さ、いのちの尊さを学び
ます。
② 家族、地域のひとりとして責任があるこ
と
人とのつながりが良いチームワークを生
み、家庭での語らいの中での今日の振り返
りが、笑顔のたえない明るい家庭を生み、
地域と人とのつながりを通して、一人ひと
りが共に仕え合う責任があることを学び
ます。
③ 世界を見つめ、考え、行動すること
ＹＭＣＡの行う国際協力活動などを紹介
し、自分たちに何ができるかをともに考
え、平和や国際協力の大切さを学びます。
④ ボランティア精神とリーダーシップを身
につけること
国際協力募金やＹＭＣＡバザーなどを通
して、子どもたちが参画できる活動の機
会を設け、ボランティア精神を学びます。
⑤ すこやかなからだと豊かな心を育むこと
技術習得までの過程と達成感（出来たこ
との喜び）、スポーツ（体を動かすこと）
を楽しむこと、グループによる仲間への
思いやりと交流、競技フェアプレーを超
えた一般生活のフェアプレーを学びます。

■募集対象：年少〜小学校 6 年生
■活動日：高崎・月曜日
前橋・木曜日
■活動時間：高崎：16:00〜17:30
前橋：16:30〜18:00
■活動場所：高崎：高崎市立北小学校
前橋：前橋敷島河川敷サッカー場
■費用：YMCA 入会金（初回のみ）5,000 円
YCA 会費（年額）3,600 円
講習費 １学期 18,900 円
２学期 18,900 円
３学期 12,600 円
＊ 高崎２学期は 15,750 円
その他詳細についてはお気軽に YMCA までお問い
合わせください。資料をお送りすることもできます。
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前橋 YMCA サッカーフェスティバル
３月９日、前橋 YMCA のサッカーのお祭り、
「サッカーフェスティバ
ル」が盛大に行われました。前橋、高崎クラスのメンバーだけでなく、
たくさんのお友だち、お父さん、お母さんも参加し、総勢５０名の参
加者が、サッカーで汗を流しました。午前は、鬼ごっこやキックター
ゲット、全員リレーなど、体を動かすゲームでチームに分かれて競い
合いました。午後は、サッカーの試合の部です。高学年、低学年、幼
児、そして Over13 チーム（13 歳以上のお父さんチーム）に分かれ
て試合をしました。子どもたちのプレーに翻弄されるお父さんの姿や、
一生懸命ボールを追いかける幼稚園の小さな選手の姿が印象的でした。
そして、フェスティバルのメインイベント、前橋 vs 高崎の一戦は、
フェスティバルの全参加者が見守る中行われました。結果は、４−１
で、前橋クラスが勝利しました。この試合に向けて一生懸命練習を積
み重ねてきた成果を両チームが発揮し、緊張感のあるとても良い試合となりました。フェスティバル
では、リーダーOBOG のとん汁のサービスをはじめとする様々なサポートがありました。お父さん、
お母さんの大きな声援、そして子どもたちの素晴らし
いプレーが、このフェスティバルをとても活気あるも
のとしてくれました。このフェスティバルに参加した
すべての人に、グリーンカードを示したいと思います。

YMCA の願 い
ＹＭＣＡは、子ども・家族･地域社会を育み、共に支えあう社会作りを目指し、ボランティア によっ
て運営されています。
ＹＭＣＡの活動は、年齢や性別、国籍や民族、また能力の違いや宗教にかかわらず 、すべての
人にひらかれています。
ＹＭＣＡでは、活動をとおして、次のことを学びます。
「自分のいのちとみんなのいのちを大切にすること」
「家族、地域のひとりとして責任があること」
「世界と地域を見つめ、考え、行動すること」
「ボランティア 精神とリーダーシップを身につけること」
「すこやかな心とからだを育むこと」
ＹＭＣＡでは、これらを実現するために「思いやり」「誠実さ」「責任感」「尊敬心」をすべての場面
で大切にしています。
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サ マーキャンプ・夏季 プログラム受 付が始 まります！
まもなく訪れる夏休み。YMCA で夏休みの思い出をつくりませんか？サマーキャンプ、夏季プログラム
のラインナップは、対象年齢、日帰りプログラム、宿泊プログラムなどによって様々です。新たにサマー
スクール③では宿題・工作・自由研究を中心に行います。リーダーと一緒に楽しみましょう！
キャンプ名
サマースクール①

対象
2 歳児(ナースリークラス)
年少〜年長

サマースクール②

小 1〜小 6

サマースクール③

小 1〜小 6

ぐるりんキャンプ
アドベンチャーキャンプ
ジュニア
アドベンチャーキャンプ
シニア
スタディキャンプ

日程
7/23〜7/25
3 日間 日帰り
7/28〜8/1
5 日間 日帰り

場所

8/18〜22
5 日間 日帰り
8/16〜8/19
3 日間 日帰り

年少〜小 2

※オプションで 18 日〜19 日の 1 泊プ
ログラムにもご参加いただけます。

小 3〜中 3
中 1〜高 3

他

前橋 YMCA 会館

他

前橋 YMCA 会館

他

前橋 YMCA 赤城キャンプ他

8/15〜8/17
2泊3日
8/15〜8/19 日
4泊5日
8/12〜8/15
2泊3日

小 1〜小 3

前橋 YMCA 会館

前橋 YMCA 赤城キャンプ
前橋 YMCA 赤城キャンプ
前橋 YMCA 赤城キャンプ

受付開始は・・・
会員受付開始：6 月 12 日（木） 午前 10 時より
一般受付開始：6 月 134 日（木） 午前 10 時より
お問合せ・お申し込みは前橋 YMCA まで
TEL：027-234-2299

2008 年 度リーダートレーニングがスタートしました！
5 月 3 日〜5 日に赤城キャンプにて、プレキャンプが行われ、今年度のリーダートレーニングがスタートし
ました。プレキャンプでは、キャンプの原体験を通し、YMCA 理解、YMCA キャンプの理解を深めること
を目的とし、同じ志をもつ者同士が集い、リーダー活動をスタートさせる良き機会となりました。また今年
は新しいリーダー多数参加しいっそうの盛り上がりを見せました。
今後のリーダートレーニングのスケジュール
トレーニング名
プレキャンプ（キャンプ実技トレーニング）

プレキャンプ参加者より
「たくさんのサポートありがとう
ございました ！」

実施日
5 月 3 日〜5 月 5 日

理論編

YMCA 理解・YMCA キャンプ理解

6 月 13 日

理論編

子どもの発達課題

6 月 23 日

理論編

キャンプの安全

7月3日

理論編

ゲーム＆ソングの指導法

7 月 11 日

理論編

グループ運営の方法とリーダーの役割

7 月 12 日
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赤城キャンプのワークに親 子で参加しませんか？
前橋 YMCA では、赤城キャンプのワーク（キャンプ施設の掃除・修繕新設
作業等）をボランティアリーダーと共に行っています。

週末のお父さんパワー
大歓迎です！

保護者の皆さん、地域の方々、ボランティアリーダー、
スタッフ 、皆さんの手でこの赤城キャンプを子どもたちの
ために整え、守っていきませんか？ワークでは、キャンプサイト内の階段の修
繕、デッキのペンキ塗り、道作り、チャペルの椅子の修繕、ワーク参加者の昼
食の準備など内容は様々です。特別な技術がなくてもかまいません。参加した
すべての人の力が一つになることでワークは充実したものとなります。子ども
たちも出来るところは一緒に手伝い、リーダーと共に汗をかき、楽しいワーク
の後には、充実感、達成感を感じることができると思います。赤城キャンプが
より多くの方々の集いの場になることを願っています。

ワークの日程・・・ 6/29(日)・7/6(日)
＊小さなお子様がいても気軽にご参加ください。リーダーたちが一緒に活
動いたします。
＊参加を希望される方は、YMCAまでお問い合わせください。

ログ風の土留め
（メインホールピロティ）

＊参加費は特にありません。昼食は鉄板焼きを予定しています。

G.S.Report

・・・総主事レポート

みなさんこんにちは。４月より前橋 YMCA に参りました堀雄二と申します。１９８６年に東
京ＹＭＣＡに採用となり、１９８９年から５年間、前橋ＹＭＣＡでプログラムスタッフをしてお
りました。その後は東京 YMCA にて地域センター、専門学校広報、ウエルネスセンター（スポ
ーツクラブ）などを担当してきました。
初めて前橋へ赴任した時の５年間では、私自身の結婚、長男の誕生などがありました。そうい
った意味では故郷へ帰って来たような気がしております。前橋の地には２度目の赴任となります
が、前回同様、YMCA をとおして多くの方々にあたたかく迎えていただき、無事に仕事と生活を
スタートさせることができました。前橋に来てまだ２ヶ月ですが、YMCA の働きがより地域に必
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おります。
現在、前橋 YMCA では、「ＹＭＣＡの願い」のもと、様々な活動が計画されております。その
なかでも中心的な活動は、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、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、また、そのような居場所を創り出し運営することを事業の柱としています。
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うためにも、活動やキャンプに参
加される会員の皆さん、維持会員の皆さん、そしてリーダーOB・OG の皆さん、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。
まだお会いしていない方々も沢山おりますが、今後ともよろしくお願いいたします。
前橋 YMCA 総主事 堀 雄二
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YMCA からありがとう！

YMCA は多くの方々からのご寄付やご奉仕を頂き
ながらその活動を進めています。下記以外にも各活
動での差入れなど多数お寄せ頂きました。感謝をも
ってご報告させていただきます。
（順不同・敬称略）
●ご寄付
スキー靴（関口次郎）
石油ストーブ２機（株式会社 フジカ）
フットサル用ゴール（千葉悠高）
コーヒーメーカー（片貝朔也・片貝ちはや）
パソコン（安部幹夫）
ノートパソコン（堀雄二）
駐車場コンクリート整備・デジタルカメラ１台
（2007 年度卒業リーダー）
消火器 6 本（有限会社 正栄技研）
電子ピアノ（三浦翔馬）
●春スキーリーダートレーニング・キャンプサポート
原田寿大 川端達也 宮内秀貴 関口次郎 國峰和巳
國峰江津子 荒木明日香 落合絢子 竹田麗子
関口正憲 武井学 石ヶ谷明奈 宮嶋由紀 及川稔
●豚汁炊き出し（2007 年度サッカーフェスティバル）
茂木悟 原宜也 関口正憲 大室ひとみ 櫛田昭子
川内主真
●プレキャンプサポート
飯 忍 渡辺雅之 深町穣 宮内秀貴 平岩賢
茜部久美 横手美和子 松本梢 高野智子 及川稔
櫛田昭子 久保田美穂 麝嶋舞 齋藤洋輔 杉本創
千葉悠高 原宜也 丹野雅章 中島理恵 吉田隆行
吉田宏美 茂木悟
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YMCA スケジュール・・・（6 月〜9 月）
6 月 8 日（日）発達障がい理解・支援指導法
セミナー
6 月 14 日（土）はらぺこあおむし
6 月 10 日（日）高崎クローバー
6 月 15 日（日）発達障がい理解・支援指導法
セミナー
6 月 22 日（日）ホビット・たんぽぽ
6 月 28 日（土）フルーツポンチ・MOC（〜29）
7 月 29 日（日）赤城キャンプワーク
7 月 5 日（土）はらぺこあおむし
7 月 6 日（日）赤城キャンプワーク
7 月 10 日（木）理事・常議員会
7 月 12 日（土）フルーツポンチ
7 月 13 日（日）ホビット・たんぽぽ
7 月 19 日（土）サマーキャンプ説明会
7 月 20 日（日）〜21 日（月）
とちぎ・前橋 YMCA交流サッカー
7 月 23 日（水）〜8 月 22 日（金）
前橋 YMCA夏季プログラム
8 月 9 日（土）〜17 日（日）YMCA休館
8 月 25 日（月）赤城キャンプ感謝会
9 月 6 日（土）はらぺこあおむし
9 月 13 日（土）サマーキャンプ思い出会
9 月 15 日（月）ホビット・たんぽぽ
9 月 18 日（木）理事・常議員会
9 月 20 日（土）フルーツポンチ・MOC（〜21）
9 月 27 日（土）〜28 日（日）
赤城 Autumn キャンプ

● リーダー養成募金（1 月〜5 月 順不同・敬称略）
宮内秀貴 関口正憲 金古響 荒木明日香 川上暁也
道下椋介 紺秀行 貫井陽彩 藤崎治・隆真 高橋彩
外山佳乃子 鈴木佑妃 高橋莉穂 卒業リーダー一同
岩崎安純 牛久保尚平・悠人 片貝朔也・ちはや
永井颯馬・妃乃 川尻紗矢人 山本光弘 今井千姫呂
杵渕裕子

THE YMCA NEWS 編集ボランティア募集！
NEWS 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。

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
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 YMCA
【継続 2 月 15 日〜5 月 24 日】順不同・敬称略
村山知子

前橋 YMCA ホームページをご覧下さい！
前橋 YMCA のホームページを公開しました。YMCA
の活動の情報など WEB 上でご案内しています。

http:/ /www. ym cajapa n.org /m aebashi /

大澤さない

星野太郎

堀口廣司

大崎護
杵渕裕子

國峯和巳
石川勇

一宮和雄

深町穣

菰渕恵美子

沖利柯

六本木孝雄

半田弘幸

皆様のお支えに心より感謝いたします。

