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昨年の暮れ、久しぶりにスキーキャンプに参加してきました。といっても、1 泊 2 日の短い参加
ではあったのですが。個人的な理由から、キャンプに直接触れるのはほぼ 3 年ぶりでしたが、や
っぱりキャンプはいい、と改めて認識し直しました。
YMCA のキャンプは、数名のメンバーからなるグループを単位として行われています。このグ
ループが、キャンプを通して少しずつ変化をしていきます。グループの変化というのは、そこに属
するキャンパーの間のそれぞれの人間関係の変化ということです。そして、この人間関係の変化が、
キャンパー一人一人の成長を促します。YMCA が行うキャンプの最も大切な要素の一つが、まさ
にこのプロセスです。さらに、このプロセスを通して、子供達をサポートする役割であるリーダー
達もともに成長しいきます。リーダーに成り立てのいかにも頼りなく見えた大学１年生が、卒業す
る頃にはみんなから信頼さられるリーダーに変身していた、というのはよく見る光景です。キャン
プを行う、ということは、そこに参加するすべての人達が成長できる場を提供する、ということで
もあるのです。すでに社会人になっているリーダーOB 達のサポートもありました。キャンプは、
様々な世代の交流の場にもなっているわけです。このようなことが、YMCA のキャンプが持つダ
イナミズムであり、社会教育活動の一環として YMCA が発足以来キャンプを行い続けてきた理由
の一つでもあります。
今回のキャンプの参加者は、残念ながらあまり多くはありませんでした。いろいろな理由があっ
たと思いますが、参加者が少しずつ増え、沢山の子供達やリーダー達がキャンプを通してたくまし
く育ってゆくことを願っています。
前橋ＹＣＭＡ理事・常議員 渡邉雅之

◇◆◇◆◇◆◇冬スキーキャンプ報告◆◇◆◇◆◇
昨年の 12 月 25 日～30 日にかけてスキーキャンプが行なわれました。今年は雪にも恵まれて、
たくさんの雪の中でスキーレッスンをすることができました。初めてスキーに挑戦する子もぐんぐ
ん上達し、初日にはリフトに乗りいろいろなコースを滑れるようになりました。スキーを何度か経
験している子は、かっこよくて・うつくしいパラレルターンを目指してレッスンに励みました。キ
ャンプ生活では、年齢を超えたかかわり合いが多く見られ、笑顔あふれるキャンプとなりました。
エンジョイキャンプ 12 月 25 日～27 日/2 泊 3 日
グループリーダー

吉川友貴（シバちゃん）

初めてスキーをする子は慣れないブーツと板を付けてこんなところ滑れるの
かなというドキドキから始まりますが、2 日目、3 日目には楽しそうに斜面を滑
る姿が見られました。ニコニコした笑顔で「今日は大きなお山を滑ったんだよ！」
と嬉しそうに話す様子を見る度に子どもたちの変化に驚かされました。
また、さまざまな学年の子どもたちがスキーや遊びを通してかかわる機会が多
く、他学年のお友達と大きな声で笑い合ったり、戸惑っている年下のお友達を助
けてあげたりと普段は見ることのできないお姉さん・お兄さんとしての新しい一
面を見ることができました。
「この子はこんなこともできるんだ」ということに
気付かされた新しい発見と笑顔がいっぱいのキャンプでした。

シュプールキャンプ 12 月 27 日～30 日/3 泊 4 日
小学生ユニット・プログラムリーダー

新井正樹（カツオ）

スキーキャンプでは子どもたちの成長をより身近に感じることができます。昨
日滑れなかったコースが今日は滑れるようになったり、同じ斜面でも昨日より
もスピードを出して滑れるようになったりと子どもたちのスキーの上達スピー
ドは予測不可能です。そんな子どもたちと一緒に楽しく滑り、その中で自分自
身も子どもたちと共に大きく成長できたと思います。もちろんそれも嬉しいこ
とですが、なんといっても子どもたちの笑顔がたくさん見られるので自分もと
ても幸せな気持ちになれました。今後も子どもたちとスキーができる機会を大
切にしていきたいです。

シュプールキャンプ 12 月 27 日～30 日/3 泊 4 日
中高生ユニット・グループリーダー

住友政之（じーじ）

中高生ユニットは小学生ユニットと異なり少し大人なキャンプで、自
分たちでキャンプを盛り上げて楽しんでいました。特にキャンプ中、小
学生よりも声を出して歌っていたのが印象的でした。スキーは一日目と
比べどんどん上手になり、子どもたち自身が滑りの変化に気付いて滑っ
ていました。今回は小学生とのかかわりがとても多く、自分たちから小
学生グループと遊んでいたり、小学生のほうから遊ぼうと声をかけて遊
んでいたりして、キャンプの中のお兄さん的な役割を果たしていました。
最後には手紙のやり取りをし、またキャンプで会おうと言い合って、お
互いにかけがえのない存在になっていました。

◇◆◇◆◇◆◇バザーご報告◆◇◆◇◆◇
２０１１年度ＹＭＣＡバザーは無事終了いたしました。本年度は近隣の方々をはじめ、前橋ＹＭＣ
ＡリーダーＯＢＯＧなど多くの方にバザーへ多くの来場がありました。また、多くの方から献品、
協賛のご協力をいただきました。バザーの収益は、ＹＭＣＡボランティアリーダー養成のために使
わせていただきます。

前橋ＹＭＣＡバザーご報告
２０１１年度 前橋ＹＭＣＡバザー総売上
￥６７４，９４７
みなさまのご協力とご理解に心より感謝申し上げます。
前橋ＹＭＣＡ スタッフ一同

三菱商事・ＹＭＣＡフレンドシップキャンプ
「のんびりリフレッシュキャンプ」
前橋ＹＭＣＡでは、2011 年 8 月より東京ＹＭＣＡと共同で福島県内の原発事故を含む東日本
大震災の被災者対象に「のんびりリフレッシュキャンプ」を行っています。11 月までの計 5 回の
キャンプでは参加者延べ 219 名とボランティアリーダー延べ 48 名が東京ＹＭＣＡ山中湖センタ
ーでスケートやわかさぎ釣り、ハイキングを楽しみ、東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジではバーベキュ
ーやキャンプファイヤーキャンプなどを楽しみました。12 月からは冬の「のんびりリフレッシュ
キャンプ」が新たに第 1 期から始まり、前橋ＹＭＣＡで担当した 3 回のキャンプで、参加者延べ
111 名とボランティアリーダー延べ 23 名でキャンプを行いました。山中湖センターでのキャン
プではわかさぎ釣りをメインとしたプログラムをたて、グループタイム中心で 2 泊 3 日をすごし
ました。男の子グループも女の子グループも関係なくグランドで走りまわり、グループの枠を越え
て遊んでいました。また妙高高原ロッジでは、たくさんの雪が私たちを迎えてくれました。そり遊
びやかまくら作り、雪合戦など一日中雪の中で遊んでいました。夜の時間も外で遊んだり、お部屋
でのんびり過ごしたりしながら楽しくすごしました。子ども対象の二つのキャンプでは子ども達み
んなが仲良くなることができ、またキャンプで会えるのがとても楽しみになる、そんなキャンプで
した。もう一つのファミリーキャンプでは、お部屋でのんびり過ごすお父さんや子どもたちと一緒
にゲーム大会で盛り上がるお母さん、富士山を見にお散歩に出かけるおじいちゃんおばあちゃん。
子どもから大人までのんびり楽しんだキャンプになりました。また最終日の夜はキャンプの全員で
キャンドルファイヤーをし、キャンプの楽しい思い出を振り返る事ができました。
キャンプで元気な姿を見せてくれた子どもたちではありますが、普段の生活では、外で遊ぶ時間
が制限されてしまいます。ある学校では一日 2 時間と決まっており体育の授業で 1 時間を使えば
放課後の楽しい時間が 1 時間という短さなのです。それが現状です。また外に出るときは必ずカ
ウンターを首から提げてどの場所でも放射線量を測るよ
う指示されているのです。子どもは外で遊ぶことで大自
然の中から木々の匂い、風の音、森の緑など様々な事を
感じて吸収するという事が大切だと思っています。感じ
たくても感じる事ができない子どもがたくさんいるとい
う事をあらためて知り、今後もたくさんの子どもたちと
外で遊べる素晴らしさと感動を共に感じていくためにも
継続的に支援をしていければと思っています。
「のんびりリフレッシュキャンプ」
担当ディレクター：佐藤基文（シュガ

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）
●

クリスマス献金
阿部幹夫 道下夏帆・椋介 前橋協会婦人部
松井忠男 木下亮介 深町顯 内田哲也 平柳智紀
金井雅美 白石昭夫 反町惠眞 内田泰世
紺秀行 西基和・美幸 山崎洸 大賀幸一
井筒真美 大塚裕子 大澤さない 村山智子
山田裕久 佐藤基文 小渕光成 リ・ソヒョン

● リーダー養成募金（10/1～1/31

順不同・敬称略）

川尻紗矢人 五十嵐治雄 紺秀行 吉田宗泰・圭織
富沢茉佑・京汰 内川泰次郎 一宮和也
●

寄付金
鯉淵典之（会館用ストーブ募金）

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

YMCA スケジュール・・・（２月～４月）
月～金曜日
毎週月曜日
〃 火曜日
〃 木曜日
〃 土曜日
〃 月水金

アフタースクール
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
（春休み期間を除く）

2 月 10～11 日
2 月 10～12 日
2 月 15 日（水）
2 月 17～18 日
2 月 19 日（日）
2 月 24～25 日
2 月 26 日（日）
3 月 4 日（土）
3 月 6～8 日
3 月 8 日（木）
3 月 9 日（金）
3 月 10 日（土）
3 月 27～29 日
3 月 27～30 日
4 月 8 日（日）
4 月 9 日（月）

スキークラブ②
ウィンターキャンプ
春スキーキャンプ受付開始
スキークラブ③
たんぽぽ・コンパス
スキークラブ④
あおぞら
サッカーフェスティバル
スキーリーダートレーニング
理事・常議員会
ナースリー卒業式
春キャンプ打合せ会
エンジョイキャンプ
シュプール・ＳＴＣ
春キャンプ思い出会
2012 年度定例プログラム開始

春キャンプの受付が始まります！
会員受付 15 日（水）10:00～
一般受付 16 日（木）10:00～
※詳しくは春スキーキャンプのパンフレットをご
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/

【新規１０月１日～２月３日】順不同・敬称略

【継続１０月１日～２月３日】順不同・敬称略
國峯和巳 半田幸弘 大野紀一 岩田接骨院
鯉淵典之 阿部幹夫 関口正憲

皆様のお支えに心より感謝いたします。

前橋ＹＭＣＡブログ開設
活動の報告や
お知らせを
発信しています。
ご覧ください！

