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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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この夏みつける
一生の宝物・・・
YMCA サ マーキ ャンプがはじまります
すべての生命が太陽のエネルギーによって育てられているように、人はまわりの人々の愛情に包ま
れて成長します。親の愛情に満ちた眼差しが自分に向けられていると確かに感じられる時に、初めて、
子どもには未知の世界に分け入る力が生まれるのです。YMCA で、子ども達がそれまで経験したこ
ともないことに取り組もうとする時、自分たちを見守ってくれているリーダー達の目は、この上ない
励ましとなります。

前橋 YMCA 事業委員長 青木敦
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YMCA サマーキャンプが はじまります！
もう夏はすぐそこまで来ています。今年の夏も YMCA キャンプでお待ちしています。日帰りプログラム
から1 泊、2 泊、3 泊、そして 5 泊と年齢や興味に合わせてキャンプを選べます。リーダーたちの準備会
やトレーニングもスタートしています。キャンプでお会いしましょう！

赤城キャンプでのバームクーヘンづくり･･･
（2005 年サマーキャンプ）

ぐるりんキャンプで作ったペンダント･･･
（2005 年サマーキャンプ）

YMCA バザーの献品を募集します！
2006 年のバザーは 10 月 29 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。

2005 年バザーの様子
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YMCA の新 プログラム「オレンジ」スタート！
2006 年度より新たなプログラムがスタートしました。・・・・・・・

オレンジ 活動のご案内
日 程：2006 年 2 月 11 日（土）〜12 日（日）
場 所：尾瀬戸倉スキー場 尾瀬パークホテル
参加費：20,000 円（リフト
・レンタル代別）
対 象：小学 1 年〜6 年生
? 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：10 名
担 当：木下亮介
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What s the YMCA?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・YMCA 活動紹介④

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「高崎サッ
カークラス」を紹介します。

勝ち負けよりも楽しさを！

高崎サッカークラス
大室ひとみ（メリー）リーダー
2005 年 11 月 27 日に行われました江東 YMCA第 29 回
ワイズカップサッカー 大会に、前橋サッカークラス、高
崎サッカークラスの合同チームが参加しました。普段の
活動では別々に練習をしている クラスですが 、低学年 、
中学年、高学年の 3 チームに別れ、前橋、高崎それぞれ
の力を合わせて大会に臨みました。
大会の結果は、各カテゴリーにおいて各チームともに
６位という成績でした。試合の勝ち負け以上に、子ども
たち一人一人にとって大きな収穫があったのではないかと感じています。点をとられてもあきらめず、最
後までボールを追う姿、試合に負けていてもサッカーを楽しむ姿、ゴールを決めたときに心から喜ぶ姿に
とても感動しました。
前橋 YMCAチームは、メンバー、リーダー、保護者を含め総勢５０名を超える人数でした。リーダー、
保護者の方たち、そしてメンバー同士で応援し、ボールを追う子どもたちに声をかける姿が印象的でした。
この大会への参加の経験を活かし、サッカーに対する思いをさらに高め、サッカーを続けていってほしい
と願っています。
また今年 2006 年は、サッカーワールドカップの年です。サッカーを通して夢をあたえるこの年に、

ナースリークラス募集中！ 午後 2 時間のおひさまクラスも新設！
ナースリークラスの特長は･･･
■体育スタッフによるマット・鉄棒・跳び箱などの運動指導
■音楽教師によるリトミック、音楽遊びなどの音感教育
■外遊び、遠足、ハイキング、など季節に応じたプログラム
■年間を通じての少人数のクラスと担任制度
■大学生ボランティアリーダーのプログラムサポート

2006 年度活動予定･･･

クラス見学ができます！
YMCA ナースリークラス を見学
することができます。事前に
YMCA までご連絡ください。

■体操・リトミック・遠足・親子体操・外遊び・お弁当・水遊び
■赤城キャンプ場でデイキャンプ・お芋ほり・ハロウィン・親子運動会
■クリスマス会・親子リトミック・お店やさん・お別れ遠足

2006 年度から「おひさまクラス」がスタート！
■月・水・金のナースリークラス終了後 12:00〜14:00 まで遊びの教室「おひ
さまクラス」を新設しました。ナースリーの卒園生・在園児が対象です。
■YM CA 館内や近隣公園などを使っ て楽しく過ごす 2 時間、お母さんたちも
お子様を預けて午後のひとときをお過ごしください。
★開催時間：月・水・金 12:00〜14:00
★担当教師：大塚裕子他（ナースリー担当教師）
※詳しくは YMC A までお気軽にお問い合わせを！！
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YMCA 赤城プレキャンプ実施
2006 年度のリーダートレーニングの始まりを、赤城プレキャンプで迎えることができました。

ユースボランティア・リーダーズフォーラムは、全国の YMCA において 、活動歴が 2 年未満程度のボ
ランティアリーダーの研修、交流を目的として ワイズメンズクラブの方や、YMCA スタッフ の方たちが
企画・開催しているもので、2005 年 9 月 30 日〜10 月 2 日までの 3 日間、私とコリィーの二人で参加し
ました。
一日目、各 YMCAの紹介とワイズスピーチがありました。YMCA 紹介では、それぞれの活動紹介をし、
ワイズスピーチでは、仙台青葉クラブの清水さんが、ワイズメンズクラブ と YMCA の関係や、ボランテ
ィアリーダーとの協働について、大切にされなくなった子どもたちについて話してくれました。その話を
聞いて、私は特に、リーダーと子どもたちの関係について、これからどうあるべきか考えさせられました。
この話の後、リーダーズフォーラムのテーマである「今、ユースボランティアリーダーに求められること」
についてグループで話し合いました。初日ということもあり、まずは「今、リーダーをしているわけ」
、
「リーダーとは？」
、
「 なぜ、リーダーになったか？」それぞれ思っている理想や意見を話し合いました。
この話し合いをすることで、それぞれが今までの経験を再確認するとともに、お互いを知ることができま
した。
二日目、基調講演とグループディスカッションがありました。

G.S.Report

・・・総主事レポート

今年に入ってから、YMCA リーダーOB・OG の結婚が続いています。YMCA を通して出会い、
キャンプや活動に大きな情熱を注いで過ごした日々が、お互いの出会いを生涯の出会いに変えた
のでしょうか。
OB・OG の子どもたちも大勢 YMCA のキャンプや活動に参加してくれています。
「うちの長男
はもうリーダーをやるつもりなんです。まだ小学生ですが・・」とリーダーOB のお父さん。YMCA
の働きが世代を超えてリレーされていくのは感動的なことです。
現在 YMCA で活躍しているリーダーたちも、学業やアルバイトと並行しながら YMCA の活動
に大きな情熱を注いでかかわってくれています。彼らがよく言うのは、
「人に何かをしてあげたい
というより、自分たちが成長させられることが YMCA でボランティアを続ける理由です」。子ど
もたちの成長を真剣に考えながら、実は自分たちも共に育てられている、これが YMCA でのボラ
ンティアリーダーの経験なのでしょう。
共に成長していくというのは、子どもたちとリーダー、リーダーとリーダーの深みのある出会
いの上に成り立つ事柄だと思います。キャンプや活動にちりばめられたこの出会いと成長の機会
が、今年も子どもたちにとって、そしてリーダーたちにとっても生涯の宝物となるように願って
やみません。
前橋 YMCA 総主事 星野太郎
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YMCA からありがとう！

2005 年春季スキー実技リーダートレーニングおよ
びスキーキャンプには大勢の OB・OG リーダー の
ボランティアサポート がありました。感謝をもっ
てご報告させていただきます。
（順不同・敬称略）
●スキーキャンプサポート
石原敏晴 渡辺雅之 深町穣 岩田直樹 岩田理恵
吉田賢司 関根拓人 武井学 山本美希 杵淵朋彦
大附麻衣子 横手美和子 松本梢 平岩賢 松本聖
越前敬一郎

●スキー実技リーダートレーニングサポート
関口次郎

國峯和巳

前橋 YMCA スキー委員会

●スキー用品のサポート
越前敬一郎

以下の方々からご寄付をいただきました 。感謝を
もってご報告させていただきます 。
（順不同・敬称略）
●フットサル試合球 （諏訪博彦）
●尾瀬ウィンターキャンプ協賛（尾瀬パークホテル）
●サッカーフェスティバル協賛
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YMCA スケジュール・・・（6 月〜10 月）
6月
6月
6月
6月
6月
6月
7月
7月
7月
7月
7月
8月
8月
8月
9月
9月
9月
9月
9月
9月
9月

3 日（土）オレンジ親子ハイキング
10 日（土）はらぺこあおむし
11 日（日）クローバー（親子プログラム）
18 日（日）ホビット・たんぽぽ
24 日（土）フルーツポンチ
24 日（土）〜25 日（日）MOC
1 日（土）はらぺこあおむし
6 日（木）理事・常議員会
9 日（日）ホビット・たんぽぽ
15 日（土）フルーツポンチ
17 日（月）サマーキャンプ説明会
11 日（金）〜20 日（日）夏季休館
26 日（土）赤城キャンプ感謝会
27 日（日）赤城キャンプ閉荘
3 日（日）サマーキャンプ思い出会
9 日（土）はらぺこあおむし
14 日（木）理事・常議員会
17 日（日）ホビット・たんぽぽ
23 日（土）フルーツポンチ
23 日（土）〜24 日（日）MOC
30 日（土）〜10 月 1 日（日）
赤城オータムキャンプ

（島津文弘・宮崎純・今井貴之）

●卒業リーダー記念ケーキ （塩崎立夫・玲子）

THE YMCA NEWS 編集ボランティア募集！

●ナースリー卒業記念寄付

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。

（2005 年度ナースリークラス卒園生）

●リーダートレーニング用食料品 （高松麗子）
●リーダー養成募金（2 月〜5 月 順不同・敬称略）
原淳之助・由之助 小川侑里 道下夏帆・椋介
塩崎学・誠 金子智成 林里音 ベルジュロンマリ
外山佳乃子 岩崎竜也 片貝朔也・ちはや
村山賢大 志賀玄宜・大哲 川尻沙矢人 貫井啓登
西基和 蓮見央 蟻川智子 高橋恒晴 飯島大生
赤尾隆史 羽鳥直之・玲子

前橋 YMCA ホームページ開設します！
2005 年度より製作が続いていた前橋 YMCA のホーム
ページが近々公開予定です。YMCA の活動やキャン
プの様々な情報など WEB 上でもご 案内する予定で
す。6 月中旬にスタートしますのでぜひご活用くださ
い。（URL は未定です）

前橋 YMCA 銀行口座名が変わりました
前橋 YMCA の銀行口座名が変わりました。今まで振
込カードをご使用の皆様にはご迷惑をおかけいたし
ますが、お間違いないようお願いいたします。
東和銀行 前橋北支店（普）129699（財）前橋 YMCA
群馬銀行 堅町支店（普）0987306（財）前橋 YMCA
※旧口座名は「前橋キリスト教青年会」でした。口座番号は
従来と変わりありません。

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

【新入 2 月 1 日〜5 月 21 日】順不同・敬称略
関山和之

石川勇

【継続 2 月 1 日〜5 月 21 日】順不同・敬称略
一宮和雄
高橋悦子
茜部久美

堀口廣司
金子本次
小山昌人

大崎護 沖利柯
星野太郎 三島和康

皆様のお支えに心より感謝いたします。

