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The experience
that la sts a lifetime!

出会い・交わり・成 長・・・YMCA
夏のキャンプシーズン が過ぎ去り、赤城のキャンプ場には再び静けさが 戻ってきました 。沢山の
人々に支えられて、この地で楽しく実り多い時を得られたことを感謝します。ここに参加をした全て
のキャンパーとボランティアリーダー達の成長に、ちょっとした驚きと大きな喜びを感じています。
赤城のキャンプソング風にいうなら、白鳥(夏の星座)が去りペガサス(秋の星座)がやってきました。
前橋 YMCAの秋の特別な活動のひとつはバザーです。バザーは夏のキャンプやスキーキャンプほど
華やかな活動ではありませんが、もちろん大切な活動です。リーダー、リーダーOB、様々な活動に
参加している子ども達やその家族の方々、ワイズメンズクラブのメンバー、YMCA の各委員 やスタ
ッフなど、普段はあまり顔を合わせる機会の少ない沢山の人々が協力して活動できる場だからです。
年代の違う人達や違う社会環境で日常を送っている人達が同一のステージで共に働ける場をもてる
ことも、YMCA の大きな魅力のひとつです。もちろん、ここで得られた収益金はリーダー達のトレ
ーニング費としてキャンプに役立てられる、という現実的な目的もあります。
どのような形でも結構です。是非バザーに参加をしてみてください 。多くの人々が足を運んでくだ
さることを、そのことによって YMCAの活動の広がりと子ども達やリーダー達の成長に寄与してく
ださることを心から望んでいます。

前橋 YMCA 常議員会議長 渡辺雅之
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YMCA バザー2005 がはじまります！
毎年恒例の YMCA バザー。YMCA に関わる人たちが出会い、交わる場です。今年のバザーは「参加」
がキーワード。どんな形でもバザーに関わってもらうことが YMCA の願いです。献品でも準備でも当日
のお手伝いでも、そして当日ちょっと足を運ぶだけでも・・・ぜひ皆さんの「参加」をお待ちしています！

YMCA バ ザ ー2005
〜ボランティア育成のために〜
日 程：2005 年 10 月 30 日（日）
時 間：11:00〜14:00
場 所：前橋 YMCA 会館
産直コーナー・子ども広場・喫茶
献品市・食べものコーナー･･･

献品のご協力お願いします！
YMCA ではまだまだ 献品を募集していま
す。ご自宅で眠っている贈答品・食料品・
雑 貨など バザー に ぜ ひ お役立 て く だ さ
い！バザー の収益はボランティアリーダ

そして今年は大抽選会！

お楽しみ抽選会で豪華景品を当てよう！

ー育成の費用として用いられます。

■ 東京ディズニーリゾート（ランド＆シー）ペアパスポート
■ YMCA 妙高高原ロッジペア宿泊券
■ YMCA 山中湖センターペア宿泊券
■ 一流ホテル・レストラン食事券など
バザーのフィナーレは大抽選会！豪華景品を当てよう！
バザー抽選券は 1 枚 100 円です。上記以外にもたくさんの景品を
用意してお待ちしています！

YMCA 冬スキーキャンプ 2005 まもなく受付開 始！
YMCA スキーキャンプの季節がやってきます。「えっ？夏が終わったばかりなのに？」そうです、ボラン
ティアリーダーたちは冬スキーキャンプの準備やトレーニングに動き出しています。スキーを通して、仲
間やリーダーたちから多く素敵な体験を持ち帰ってほしい・・そんな願いを込めてスキーキャンプが始ま
ろうとしています。
キャンプ名

対象

日程・場所

ゆきんこキャンプ

年中〜年長

12/25〜27

2泊 3日

尾瀬戸倉

ホテル玉城屋

エンジョイキャンプ

小 1〜小 6

12/25〜27

2泊 3日

尾瀬戸倉

ホテル玉城屋

シュプールキャンプ

小 1〜小 6

12/27〜30

3泊 4日

尾瀬戸倉

ホテル玉城屋

中高生キャンプ

中 1〜高 3

12/27〜30

3泊 4日

尾瀬戸倉

ホテル玉城屋

チャレンジキャンプ

小 3〜高 3

12/27〜30

3泊 4日

尾瀬戸倉

ホテル玉城屋

会員受付開始：10 月 25 日（火）10:00〜
一般受付開始：10 月 26 日（水）10:00〜
お問合せ・お申込みは前橋 YMCA まで

TEL：027-234-2299
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夏を終えて改めて実感したことがあります。この夏、驚くほど多くの方々から YMCA キャンプ は
お支えをいただきました。子どもたちを送り出す家庭から、かつて送り出していた方々から、リーダ
ーOB/OG から、赤城キャンプ近隣の方々から、近隣 YMCA から･･･ 多くの奉仕や励まし、そして
寄付や差し入れ･･･ なぜこんなに支えてくださるのだろう？ よく考えてみるとそれは「支え」であ
ると同時に「参加」であることに気付かされます。YMCAの願いと使命を、様々な形や方法で一人一
人が担ってくれているのです 。一人一人の参加が力となって、さらに多くのそして様々な人たちへと
その輪が広がっていくこと、それが YMCAの働きなのでしょう。
秋を迎えてまた様々なプログラムが予定されています。その一つ一つに込められた YMCA の願い
を皆さんと共有しながら「共に参加」していけたらと心から願っています。
総主事 星野太郎

YMCA 赤城 Autumn Camp（オータムキャンプ）開催 ！
前橋 YMCA の新規プログラムです。支援が必要な軽度発達障がい（LD・ADHD・高機能自閉症等）の
ある子ども達を対象に、YMCA キャンプの楽しさ、すなわち「リーダーや仲間、自然との出会い」を体験
できるようなプログラムを目指して Autumn Camp は計画されました。地域に必要とされる活動として
育っていくことを願っています。

赤城 Autumn Camp

YMCA 座談会を開催（
8 月 24 日）

日 程：2005 年 10 月 23 日（日）
場 所：前橋 YMCA 赤城キャンプ
参加費：4000 円
対 象：小学 1 年〜6 年生

「軽度発達障がい児支援を考える」
〜私たちにできること〜

※

軽度発達障がいによる何らかのつまずき、問題
を抱えている子どもを対象

定 員：15 名
担 当：木下亮介

8 月 24 日、群馬県青少年会館において標記座談会
を開催し、51 名の出席者がありました。スピーカー
はいずれも前橋 YMCAのリーダー・スタッフの OB・
OG です。
■バーンズ亀山静子氏
ニューヨーク日本人教育審議会教育相談室
在米スクールサイコロジスト

■石原敏晴氏
群馬大学教育学部附属養護学校教務主任・高等部主事
特別支援教育サポートセンター相談担当

■堀口廣司氏
財団法人東京 YMCA 社会体育保育専門学校事務長
同学校事業部統括 元前橋 YMCA 総主事

アメリカにおける軽度発達障がい児支援の取り組みについ
て紹介するバーンズ亀山静子氏（8 月 24 日青少年会館）

群馬県内の軽度発達障がい児の現状とその支援の
課題について、教育現場から石原氏の具体的な事例
や課題を示して頂きました。また、亀山氏からは NY
における 取り組みの紹介から先進的な提言をいただ
き、堀口氏からは YMCAが果たすべき役割について
具体的に提案いただきました。
この座談会をきっかけに「赤城 Autumn Camp」
の計画が始まり、座談会出席者 の家庭から子どもの
参加申込みも頂きました。前橋 YMCAの新たな試み
に大きな力と期待とを示された座談会でした。
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What s the YMCA?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・YMCA 活動紹介②

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「前橋サッカー」と「MOC･･･前橋アウトドアクラブ」を紹介します。

フェアプレーを大事に！

前橋サッカー

千葉悠高（たちを）リーダー

や

ま

赤城の達人をめざせ！

MOC

関口正憲（ぼ〜ん）リーダー

前橋サッカーは毎週木曜の 2 時間、
リーダーと一
MOC＝「Maebashi Outdoor Club」はその名
緒に楽しくサッカーをしています 。リーダーとはコ 前の通りアウトドアの活動です。
対象は小学 4 年〜
ーチのことではありません 。もちろん練習メニュー 中学３年生、さらに高校生がジュニアリーダーとし
を考えたり指導を行ったりしますが 、
「教える」と て 参加 しています。 赤城 にある 自然 に囲ま れ た
いうより、楽しくサッカーを「する」ことを基本に YMCA のキャンプ場を拠点に、1 泊 2 日のミニキ
しています。活動中の試合でもリーダーが一緒に入 ャンプを行っています。野外炊飯、木や竹でクラフ
ります 。大人との体格差はありますが楽しそうにサ トやキャンプファイヤーはもちろん、キャンプ場に
ッカーをするリーダーを見て、子ども達もサッカー 畑を作って収穫、秘密基地作りなどをしています 。
に夢中になってくれたらと思っています。
また、時にはテントを持って大沼でつりをしたり、
活動後はリーダーによる 2 時間ほどの打合せや 冬にスノーシューやクロスカントリーをしたり。他
評価の会をもっています。リーダー数が多いことが にも、それぞれの自主性で行動する MOC Time が
前橋サッカーの長所の一つで、子どもたち一人一人 あります。毎月、キャンプ場に行き、1 泊するので
の細かい所まで見てあげることができます。練習メ ゆったりと季節を感じ、いろいろな話をし、参加す
ニューも、面白くて楽しみながらサッカーが上手く る人全員と長く深く関わることができます。
なるように考えて作っています。
今年の MOC では 1 年を通した活動の中で大切
また、活動ではサッカーを通しての人間的な成長 にしたいことを、「自分」
、
「 友達」、「自然」とさら
も願いとしています。サッカーは紳士のスポーツで に「挑戦」としました。参加する子どもたちは自分
す。その技術を磨くことも大切ですが、マナーとモ から考え、行動ができる高学年からです。その子ど
ラルも磨いていきたいと思っています。練習の最後 もたちが MOC にくることで、自然に触れ、リー
に振返りの時間を持ち、フェアプレーを表彰してい ダーに触れ、友達に触れ、様々なことに挑戦してい
ます。どんなにサッカーが上手でも一人では楽しく く中で、新たな自分や友達、自然のことについて気
ありません。みんなで一つのボールを追いかけてこ づき、考えることで成長してもらえたらいいなと思
そサッカーは楽しいのです。そのことに自分から気 っています。
付くことが仲間や家族の存在に気付き、感謝の心を
MOC は、現在人数が減ってきていますが、MOC
持つ第一歩になるのでしょう。
のことが大好きな人が集まっています。小学生から
スポーツ に一生懸命になることはとても 大切な 高校生の幅広い人間が関わり、その中でともに成長
ことですし、そこから多くの事を学べます。自分の していける活動でありたいと思っています。
思い通りにいかないことも少なくありません。そこ
で諦めたり、文句を言ったりすることもできますが、
コツコツと練習してきたことが結果に結びついた
ときの感動は何ものにもかえ難いものです。前橋サ _____________________________________________
ッカーが子どもたちにそんな経験を提供できる場 YMCA では今回紹介した活動以外にも様々な子ど
であればと願っています。
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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YMCA サマーキャンプ報告 ！
この夏に行われたサマーキャンプ・プログラムは、大きな事故もなく無事に終えることができました。総
勢 116 名の子ども達が参加し、のべ 45 名のボランティアリーダーがキャンプの運営に携わりました。
サマースクールには、ナースリークラスの子ども達が
参加し、YMCA会館を中心にプログラムが行われました。
日帰りプログラムのぐるりん 1・2 では、赤城キャンプでの
宝探しやナンづくりが行われ、キャンプ（お泊り）へ向
けての 良いステップになったと思います。東京 YMCA
妙高高原ロッジで行われた 妙高グリーンキャンプでは、川
遊びやブルーベリー摘み、ナイトハイクを行いました。
妙高高原でしか味わえない自然に触れ、子ども達は自然
環境に対する新たな発見をすることができたのではな
いでしょうか 。赤城キャンプでは、原始人キャンプ、ア
ドベンチャーキャンプ の二つが行われました。原始人キ
ャンプには、初めて YMCAキャンプを体験する子ども達
も参加しました。子ども達は、YMCA キャンプの楽し
さ、ボランティアリーダーと共に活動することの楽しさ
を味わい、キャンプを好きになってくれたのではないか
と思います。最も長期間の 4 泊 5 日のアドベンチャーキャ
ンプでは、個人で参加するチョイスアクティビティー、
グループで活動するグループアクティビティーを中心
にしたプログラムが行われ、長さを忘れるほどあっとい
う間の 5 日間を過ごしました。中高生を対象とした スタ
ディーキャンプでは、学習を中心とした プログラムが行わ
れました。リーダーや仲間と学習することで、学ぶこと
の楽しさや新たな学問の発見に出会えたのではないか
と思います。
それぞれのキャンプに参加した子ども達は、友だちやリーダーと共に生活することで、有意義な時間を
過ごせたのではないでしょうか。キャンプを通して、自然にふれること、自然を知ること、仲間とかかわ
り合うこと、リーダーとかかわり合うこと、ゲームやクラフトに没頭することなど、様々な体験をし、子
ども達一人一人の成長のきっかけになったのではないかと思います。このキャンプという場が、これから
も子ども達の良き成長の機会となれば幸いです。
赤城キャンプの運営には多くのボランティアリーダーがかかわってくれました。開荘に至るまでのワー
クから、期間中のキャンプ運営、そして閉荘のワークまで、ボランティアリーダーの力の大きさを実感す
る夏でした。開荘期間中の駐在には 30 人以上のボランティアリーダーがかかわりました。駐在として最
も長い期間携わったリーダーは 2 週間以上でした。これら多くのリーダー、そして多くのお支えを頂いた
リーダーOB/OG に心から感謝したいと思います。 （木下亮介）

2005 年度 YMCA リーダートレーニングが進行中！
夏までの理論トレーニングは以下の通り終了しました。
■YMCA とYMCA キャンプの理解 6/16 土谷隆氏
■子どもの発達課題〜幼児期 6/28 深町穣氏
■グループ運営とリーダーの役割 7/5 飯忍氏
■YMCA キャンプの安全 7/12 吉田大郎氏
上記リーダートレーニングは延べ 54 名のリーダーの参加がありました。有意義で安全な夏のキャンプ
のかげに講師の皆さんのご奉仕があったこと、そして熱心にトレーニング に参加したリーダーたちが
いたことを感謝をもってご報告いたします。引き続き以下の通りトレーニングが実施されます。
■軽度発達障がい児の理解 10/5 バーンズ亀山静子氏（NY 日本人教育審議会 スクールサイコロジスト）
■YMCA リーダーの役割 11/12 渡辺雅之氏（前橋工科大学助教授 前橋 YMCA 常議員会議長）
■子どものスキー指導について 12/11 前橋 YMCA スキー委員会
■北関東 YMCA スキー実技リーダートレーニング 12/17〜20 尾瀬パークホテル（尾瀬戸倉スキー場）
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YMCA からありがとう！

今夏、赤城キャンプのキャンパー 用冷蔵庫が故障
しました。急遽有志の方々で寄付を呼びかけてい
ただき、立派な冷蔵庫（約 6 万円）が与えられま
した。その他にもたくさんのお支えを頂戴いたし
ました 。心から感謝しご報告させていただきます。
●赤城キャンプ冷蔵庫ご寄付（順不同・敬称略）
岩田直樹･幸子 青木敦 高松麗子 深町穣 篠原圭
渡辺雅之 諏訪博彦 吉田賢司 境野聡 中野心哉
篠原武司 三枝
高草木弘子 橘智昭 富澤梢
谷田部喜博 國峯和巳 茜部久美 山中清美
遠藤宏美 高橋由希 六本木勇治 森直人

●赤城キャンプ薪ご寄付
（廣瀬林産工業）

●YMCA公用車シール
（テクノアート阿部幹夫さん）

●赤城キャンプ感謝会費用ご寄付
（前橋ワイズメンズクラブの皆さん）

● リーダー養成募金（7 月〜9 月 順不同・敬称略）
富澤梢 道下夏帆 玉村聡美 廣瀬一寛･真理 飯忍
植木勇成 大竹沙耶･晟佳 内川裕紀 石原秀一郎
吉田大郎 林里音 志賀達哉 山田知広 茜部久美
高橋直樹･茉優 小金澤祐介 金子智成 大塚涼佑
勅使河原秀三郎 高玉真梨英 上原大輝 神谷秋人
山口みづき 松井英雄･由美子 バーンズ亀山静子
南皓文･莉那 中島陽一 島津文弘 昭島幼稚園
金井佐和子
リーダー 養成募金 のご協力ありがとうございます ！ス
キーキャンプ に向けてのリーダートレーニングの運営
に用いさせていただきます。

維持会員として YMCA をお支えお願いします
YMC A 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

深町穣

山口和美

バーンズ亀山静子

【継続 7 月〜9 月】順不同・敬称略
蓮見央 西基和 中村俊生
六本木太 北村晴伸

白石昭夫

YMCA スケジュール・・・（10 月〜12 月）
10 月 2 日（土）高崎クローバー
10 月 5 日（水）リーダートレーニング⑥
「軽度発達障がい児の理解」
講師：バーンズ亀山静子氏
10 月 8 日（土）はらぺこあおむし
世界の CM フェスティバル
全体リーダー会
10 月 10 日（月）東京 YMCAソフトボール大会
10 月 16 日（日）ホビット・たんぽぽ
10 月 17 日（月）高崎ワイズ・リーダー交流会
10 月 22 日（土）フルーツポンチ
10 月 22 日（土）〜23 日（日）MOC
10 月 23 日（日）赤城 Autumn キャンプ
「軽度発達障がい児支援キャンプ」
10 月 25 日（火）スキーキャンプ受付（会員）
10 月 26 日（水）スキーキャンプ受付（一般）
10 月 30 日（日）YMCAバザー
11 月 5 日（土）はらぺこあおむし
11 月 12 日（土）全体リーダー会
リーダートレーニング⑦
「YMCAリーダーの役割」
講師：渡辺雅之氏
11 月 13 日（日）ホビット・たんぽぽ
11 月 17 日（木）理事・常議員会
11 月 19 日（土）フルーツポンチ
11 月 20 日（日）MOC
11 月 27 日（日）サッカー交流戦（対東京 YMCA）
12 月 3 日（土）フルーツポンチ
第 14 回高崎市民 クリスマス
12 月 10 日（土）会員クリスマス
12 月 11 日（日）スキーキャンプ打合せ会
全体リーダー会
リーダートレーニング⑧
「子どものスキー指導法」
講師：スキー委員会
12 月 17 日（土）〜20 日（火）北関東 YMCA
スキーリーダートレーニング
12 月 23 日（木）第 4 回みんなで歌う
クリスマスソング 2005
12 月 25 日（日）〜27 日（火）
ゆきんこ・エンジョイキャンプ
12 月 27 日（火）〜30 日（金）
シュプール・中高・チャレンジキャンプ
※ 12 月 24 日（土）〜1 月 9 日（月）休館

THE YMCA NEWS 編集ボランティア募集！

【新入 7 月〜9 月】順不同・敬称略
梅津悠

NEWS

塩崎立夫

皆様のお支えに心より感謝いたします。

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。

