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３つの気――やる気・勇気・根気
子どもは、自分の力で動き回れるようになるとすぐに、自分の周りにあるものに目を向けます。
めずらしそうなもの、面白そうなものを探し求め、自分の五感全部（目・耳・鼻・舌・皮膚）を使
って、それを確かめようとします。子どもは全身を使って、新しいものを一つ一つ自分が納得する
まで感じ取りながら、彼らの世界を広げていきます。この本能的な探索のうちに、生きる力のもと
になる「やる気・勇気・根気」が培われるのです。
しかしながら、このような冒険は、子ども一人だけでは出来ません。彼らを護ってくれる愛情に
満ちた親＝保護者の目がなくてはなりません。護られているという安心感があって初めて、未知の
世界への探索が可能になるのです。
知りたい心＝好奇心が、この動きを駆り立てます。好奇心に駆られた行動が、子どもの世界を広
げ、生きる力を育むのです。
ＹＭＣＡは、子どもの安全と喜びに気を配るリーダーの優しさの中で、子どもたちが自分の好奇
心を満たしながら、
「やる気・勇気・根気」を自分自身のものにする場を用意しています。
前橋ＹＭＣＡ 理事長 白石 昭夫

２０１１ 前橋ＹＭＣＡサマーキャンプのご報告
本年度も前橋ＹＭＣＡサマーキャンプ・夏季プログラムが無事終了しました。期間中、赤城キャンプ場と
ＹＭＣＡ会館では絶えず子どもたちの笑い声と歌声が響き渡り、私たちリーダー及びスタッフ一同楽しい
時間を過ごすことができました。同じキャンプの時間を過ごしたリーダーや仲間たち、そして赤城の自然と
の出会いが素敵な思い出となり、子どもたちの成長につながっていくことを心より願っています。
無事にすべてのプログラムを終えられたのも、保護者の皆様のご理解とご協力、そして何より子どもた
ちの笑顔のおかげだと思っています。本当にありがとうございました。また、陰ながら支えてくださったキャ
ンプ場近隣の皆様や、駐在リーダー及びリーダーＯＢＯＧの皆様のご協力にも大変感謝いたします。
私は普段子どもとかかわる際に、何かと世話をし過ぎてしまい、「これでは子ども達の成長につながらな
いのではないか」という思いを持ち始めていました。そこで今回のぐるりんキャンプでは「子どもが自分で
できることをする時には私はなるべく見守るようにしよう」という目標を立てました。例えばバッグの中身を
整理する時、普段は手を出してしまうところですが、そこを我慢して時間がかかっても子どもたちが自分の
力で片付けるように働きかけました。そうして気づいたことは、子どもたちは（失礼ながら）私が思っていた
以上にいろいろなことができるんだ、ということです。水遊びのときに友達同士で水鉄
砲をゆずりあったり、トイレのサンダルをそろえてくれたりと、子ども達のいいところをた
くさん見つけることができました。今まで以上に子ども達のことがわかり、そして今まで
以上に子ども達のことが好きになった、とても有意義なキャンプでした。
（ぐるりん／アドベンチャーキャンプ：よもちゃんリーダー）
スタディキャンプは名前の通り、赤城キャンプの静かな環境で集中して勉強に取り組むことが主な目的
のキャンプです。とはいってもそこはＹＭＣＡのキャンプですから、机に向かうばかりではなく、勉強の後に
は赤城の大自然の中で、みんなでキャンプの生活を満喫します。
勉強の後のいわば「放課後」の時間、グラウンドでみんなで遊んでいると、誰からともなく泥のプールに
入って遊び始めました。初めは嫌がっていた子もいましたが、それもだんだんどうでもよくなったと見えて、
結局、最後にはみんなで仲良く泥まみれになっていました。ドラム缶風呂で泥を
洗い流す頃には、リーダーもメンバーも、みんなが童心に帰って無邪気にキャン
プを楽しんでいました。私にとって忘れられない思い出です。 勉強の時の真剣
な表情と、放課後のキラキラとした笑顔。いろんな子ども達の表情に出会うこと
ができた３泊４日でした。

（スタディキャンプ：ぽんたリーダー）

今年はこんなキャンプもありました・・・「のんびり親子リフレッシュキャンプ」
前橋ＹＭＣＡでは、今年の夏より東日本大震災で被災された方々を対象として、「のんびり親子リフレッシ
ュキャンプ」を東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジで３回に渡って実施しました。「元気な笑顔で外で遊んでいる子
どもたちを見られて、本当にうれしい」と語る保護者の方や、善光寺にお参りできて涙を流していたおじいち
ゃんおばあちゃん、「もっとここで遊んでいたい」と言ってくれた幼稚園のお友達など、ここでは書き切れない
ほどのたくさんの感謝の言葉をいただきました。
原発事故や放射能汚染の被害は今も深刻ですが、私たちがキャンプでできることを最大限に活かして、こ
れからも被災者の皆さんに笑顔と勇気、元気を届け続けたいと思います。
リフレッシュキャンプディレクター：佐藤基文（シュガー）

残暑厳しい季節をこえ、徐々に涼しい風の吹く日が続くようになりま
した。秋を過ぎると今年も冬のスキーのシーズンが始まります。子ども
たちが自然の中でのスポーツを通して、友達とかかわる楽しさや自身の
スキーの上達の喜びを味わいます。スキーが初めてでもリーダーが一人
一人の初めて体験をサポートします。
本年度も以下のラインナップでスキーキャンプを行います！
キャンプ名
エンジョイキャンプ
（幼児ユニット）
エンジョイキャンプ
（小学生ユニット）
シュプールキャンプ
（小学生ユニット）
シュプールキャンプ
（中学生ユニット）
スキートレーニングクラス

対象
年中～年長
小学１年～６年
小学１年～６年
中学１年～高校３年

小学３年～高校３年

定員

日程・宿泊場所

２０

１２月２５日（日）～２７日（火）

名
２０
名
４０
名
２０
名
２０
名

２泊３日

ホテル玉城屋

１２月２５日（日）～２７日（火）
２泊３日

ホテル玉城屋

１２月２７日（火）～３０日（金）
３泊４日

ホテル玉城屋

１２月２７日（火）～３０日（金）
３泊４日

ホテル玉城屋

１２月２７日（火）～３０日（金）
３泊４日

ホテル玉城屋

参加費（税込）
43,000 円
43,000 円
54,000 円
54,000 円

58,000 円

Thanks!

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）
● リーダー養成募金（5/1～9/28

順不同・敬称略）

杵渕裕子 石坂隼人 浦野学・歩乃歌 森公祐
佐藤雄輝・尚輝 金古響 五十嵐治雄 櫻井栄作
大川幸祐 道下夏帆 川尻紗矢人 内田哲也
福山蒼 西林大弥 山形雅帆 山本エマ 村山浩祐
大澤大地 木村千央 島津文弘 林百々花
原啓之助

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
【新規５月２９日～９月２８日】順不同・敬称略
中山庸平

YMCA スケジュール・・・（１０月～１月）
毎週月曜日
〃 火曜日
〃 木曜日
〃 土曜日
〃 月水金

高崎サッカークラス
オレンジ（火）
前橋サッカークラス
オレンジ（土）
ナースリークラス
（冬休み期間を除く）

10 月 10 日（月・祝）
関東ＹＭＣＡソフトボール大会
10 月 16 日（日）たんぽぽ・コンパス
10 月 19 日（水）冬スキーキャンプ受付開始
10 月 23 日（日）バザー
10 月 24 日（月）臨時閉館
10 月 30 日（日）あおぞら
11 月 10 日（木）理事・常議員会
11 月 13 日（日）たんぽぽ・コンパス
11 月 20 日（日）あおぞら
11 月 27 日（日）サッカークラス遠征（東京）
12 月 03 日（土）高崎市民クリスマス
12 月 10 日（土）ファミリークリスマス
12 月 04 日（日）冬スキーキャンプ説明会
12 月 17 日（土）～20 日（火）
スキーリーダートレーニング
12 月 25 日（金）～30 日（水）
冬スキーキャンプ
12 月 17 日（土）～1 月 5 日（木）
ＹＭＣＡ会館冬季休館
1 月 06 日（金）３学期定例活動スタート
1 月 15 日（日）たんぽぽ・コンパス
1 月 22 日（日）あおぞら
1 月 26 日（木）理事・常議員会

土屋翼

【継続５月２９日～９月２８日】順不同・敬称略
青木敦 白石昭夫 宮崎純 磯部康長
熊沢佳代 黒田とめ子 桜井徹 宮内秀貴
高草木弘子 一宮和雄 有馬卓宏 木下亮介
山本エマ 西基和 蓮見央 増田芳之

皆様のお支えに心より感謝いたします。

ＹＭＣＡバザー開催！！
１０月２３日（木）
１０：００～１５：００

バザー献品随時募集中！
※詳細は本紙中面をご覧下さい。

ファミリークリスマス
１２月１０日（日）
１９：００～２０：３０
詳細は別紙をご覧ください。
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.ymcajapan.org/maebashi/

