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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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﹁ひとりじゃないよ︑
だからたのしい・・・﹂

YMCA が 願 うこと・・・
10 月 11 日は「YMCA記念日」
。1844 年イギリスで生まれた YMCA運動は 160 年以上たった今、
122 の国・地域に広がっています。日本の YMCAも 1880 年東京に創立されて以来、10 万人を超え
る会員が YMCAにかかわ り様々な活動が進められています。
その YMCA は今何を願い様々な活動を展開しているのでしょうか？全国の YMCA で掲げている
「キャラクターデベロップメント」
。これは YMCAの活動を通して、私たちの人格的な成長に必要な
価値、
「思いやり・誠実さ・責任感・尊敬心」を伝えていこうとする取り組みです。長い YMCA の歴
史の中で、今この価値こそが地域や社会にとって大事なものなのではないでしょうか？情報ツールが
発展する一方で、孤独になる子どもや大人たち、物が溢れる一方で枯れていく人間の心、子どもが被
害者で大人が加害者という事件や事故…
YMCA に集う子どもたちや、YMCAにかかわる 大人たちが、活動をとおして「ひとりじゃないこ
と」を実感し、
「一緒に」
「共に」の意味を学んでいくことが今の YMCA の願いだと考えます。YMCA
にかかわる私たち大人も子どもの良きモデルとなれるように、4 つの価値をいつも心にとめ、反省を
繰り返しながら共に成長しなければいけないのでしょう。私たちリーダーやスタッフがまずそれを示
せるように、YMCA記念日を迎え改めて強く思わされます。

前橋 YMCA 総主事 星野 太郎
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YMCA ナースリークラス新 年度 の募 集が始まりました！
前橋 YMCA の中でも歴史のあるクラス「ナースリー」、1.5 歳からの子どもたちを募集しています。今年
度から午後のクラス「おひさま」もスタートし、お母さんたちにも好評です。子育てを一緒に考えながら子
ども達に指導するベテラン教師が新年度もたくさんの子どもたちをお待ちしています。

ナースリークラス 2007 年度募集中！
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

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。

2007 年度活動予定･･･
■体操・リトミック・遠足・親子体操・外遊び・お弁当・水遊び
■赤城へデイキャンプ・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
こんなに大きなおいもがとれたよ！
（2006 年 9 月お芋掘り）

ナースリーの後は「おひさま」で遊びましょう！
■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」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。

おひさまで出かけた公園で
（2006 年 9 月 日吉町 1 号公園）

★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！！

2006 年 夏 YMCA 赤城キ ャンプは無事 閉荘しました
今シーズンも、多くのキャンパーが赤城キャンプに訪れました。12 のキャンプ、約 500 名のキャンパーが
赤城キャンプを利用し、赤城の自然の中で様々な経験をし、夏の思い出をつくりました。
赤城キャンプの運営には、前橋 YMCAのボランティアリーダー
を中心に、約 50 名のリーダーが携わりました。キャンプ場開荘
に至るまでのキャンプ場整備（4 月〜7 月＝計 10 回）
、開荘期間
中のキャンプ場運営等、リーダーの大きな力が、子どもたちが安
全に、楽しく生活のできるキャンプ場としてくれました。これら
多くのリーダーに心より感謝申し上げます。
※前橋 YMCA サマーキャンプ・プログラムの報告は別ページに記載し
てあります。
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YMCA スキ ーキャンプが 始まります！
スキーキャンプの季節がやってきました 。スキーの上達、仲間との生活、冬の自然、リーダーとの出会
い・・・YMCA スキーキャンプは、子どもたちが成長する場です。年齢・スキー経験・キャンプ経験に応じ
てキャンプが選べるようなラインナップです。スキーキャンプで、今年最後の思い出をリーダーと一緒に
つくりませんか。たくさんの子どもたちとの出会いを楽しみにしています。
キャンプ名

対象

日程

ゆきんこキャンプ

年中〜年長

12/25（月）〜27（水）2 泊 3 日

エンジョイキャンプ

小 1〜小 6

12/25（月）〜27（水）2 泊 3 日

シュプールキャンプ（小学生）

小 1〜小 6

12/27（水）〜30（土）

3泊 4 日

シュプールキャンプ（中高生）

中 1〜高 3

12/27（水）〜30（土）

3泊 4日

チャレンジキャンプ

小 3〜高 3

12/27（水）〜30（土） 3 泊 4 日

2005 年エンジョイキャンプ

※いずれのキャンプも尾瀬戸倉スキー場・ホテル玉城屋を利用いたします。

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

TEL：027-234-2299

2005 年シュプールキャンプ

YMCA バ ザ ー2006 は 10 月 29 日 （日）に開 催です！
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。西基和理事をバザー委
員長に迎え、リーダーたちお母さんたちが準備に張り切っています。ぜひ皆さんバザーへ足を運んでく
ださい！献品のご協力も大歓迎です！

バザー献品を募集中！
YMCA バザー2006
〜ボランティア育成のために〜
日 程：2006 年 10 月 29 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･･･
そして今年は大抽選会！

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？（献品は取りに伺
うことも可能です。ご一報ください。
）
＊ 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。

お楽しみ抽選会で豪華景品を当てよう！
■ 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・山中湖センターペア宿泊券
■ 尾瀬山の鼻荘・ホテル玉城屋ペア宿泊券
■ 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！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います！

2005 年バザー「子ども広場」
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What s the YMCA?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・YMCA 活動紹介⑤

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。今号では今年度より
スタートした「オレンジ」を紹介します。
二週間に一回、火 曜 日の夕方に行われている活動！ それがオレン
ジ！！オレンジは何らかの支援を必要とする子ども達の為に、楽しく安
全に遊べる場を提供する事を目的に始まった活動です。この活動での関
わりをベースに地域で支援を必要としている子ども達の為のネットワ
及川稔（ワルツ）リーダー
ークが生まれる事を目指しています。
活動内容は YMCA 会館内でリーダーと子どもたちが個々の興味に合
わせて遊ぶ時間を基盤として、みんなで外に行って遊んだり、お買い物に行ったり、ゲーム大会を行った
りと内容盛りだくさんに進めています。始めた頃、子どもたちは少し緊張気味でしたが、担当リーダーが
子どもたち一人ひとりに合わせて遊び、時間の使い方などの
工夫をし、少しでもストレスを感じず次回の活動も楽しみに
なるような空間を作ろうと努力しました。その結果、二学期
に入った現在では、みんな和気あいあいとアットホームな雰
囲気の活動になっています。
このように楽しく活動しているオレンジ の今年の年間目
標は「step by step」です。リーダーと子どもたち一人ひと
りが、自分のペースに合わせて一つひとつ何らかの成長をし
て一緒に喜びたい！！という思いのもと、毎回の活動の為に
リーダー会で話し合っています。9 月末には初めてのお泊り
キャンプを終え、これからますます楽しくなっていきそうな
活動「オレンジ」！！今後ともよろしくお願いします！！

みんなの遊び場！

「オレンジ」

赤 城 Autumn Ca mp〜新たな挑戦 、新たな体験、新たな出 会い！
昨年はじめて行った赤城 Autumn Camp。今年はオレンジのクラスメンバーや一般の参加者、そしてリー
ダーたちと一泊のプログラムに挑戦し、YMCA 赤城キャンプで楽しい時間を過ごすことができました。
9 月 31 日（土）〜10 月 1 日（日）、支援を必要としている子どもたち（いわゆ
る LD・AD/HD・高機能自閉症 などの発達障がいのある 子どもたち）を対象とし
た赤城 autumn キャンプを実施いたしました。天候にも恵まれ、秋空のもと、子
どもたちと楽しい時間を過ごすことができました 。学校でもなく、家庭でもない、
新たな環境での生活の中には、様々な成長の機会があったのではないかと感じて
います 。野外料理、キャンプファイヤー、クラフト、グループでの生活、それぞ
れが子どもたちにとって新たな体験、新たな挑戦の場だったのではないでしょう
か。そして、子
オレンジ クラスのご案内
どもたちに寄
り添い、子ども
活動日時：火曜日 17：30〜19：30
たちの様々な
2 学期 10/24・11/7・11/21・12/5
姿の意味を考え、子どもたちの 良き理
3 学期 1/9・1/23・2/6・2/20・3/6・3/20
解者である リーダーは、子どもたちに
とってとても大切な人となったのでは
場
所：前橋 YMCA 会館および近隣
ないでしょうか。
対
象：小学 1 年〜6 年生
前橋 YMCAでの支援を必要としてい
※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
る子どもたちを対象としたキャンプ、
定
員：10 名程度
プログラム は、まだ動き始めたばかり
の活動です。子どもたちが生活しやす
担
当：木下亮介
い社会となるよう、この YMCAでの取
※詳細についてはお気軽に資料をご請求ください。HP からも詳細についてご
組みに多くの方々に理解してい ただけ
覧いただけます。見学も随時承ります。
ることを願っております。（木下亮介）
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YMCA サマーキャンプ・
プログラムが無事終了しました！
この夏、7 つのサマーキャンプ・プログラムが行われました。123 人の子どもたちが参加し、のべ 48 人の
ボランティアリーダーがキャンプやプログラムの運営に携わりました。YMCA で大切にする 4 つの価値
（思いやり・誠実さ・責任感・尊敬心）を伝える場となるよう心がけ準備・計画をしてきましたが、夏の体験
が、子どもたちの良き成長と場となれば嬉しく思います。
サマースクールは、YMCA 会館を中心に前橋市近郊の公園などで
プログラムが行われました。ナースリークラスの子どもたちは、普
段よりも長いプログラムの中で思う存分遊ぶことができました。
ぐるりん は、3 日間の日帰りプログラムです。今年は、1 泊のオプ
ションプログラムを設けました。お父さんやお母さんから離れ、お
泊りをがんばった子どもたちは、宿泊を伴うキャンプへのステップ
のなったのではないでしょうか。
妙高グリーンキャンプは、東京 YMCA 妙高高原ロッジで行われま
した。ブルーベリー 摘み、星空観察、ホタルやセミの羽化の観察、
川遊びと、妙高の大自然を五感全てで感じることのできるキャンプ
となりました。
アドベンチャーキャンプジュニアは、参加者の多くが、YMCAキャン
プや宿泊を初めて体験する子どもたちでした。キャンプを終えてみ
ると、みんなと一緒にいるから楽しい、みんなと一緒にいるから何
でもできると 、キャンプを楽しみ、キャンプを好きになってくれた
のではないかと感じています。
アドベンチャーキャンプシニアは、最も長期間 のキャンプです。今
年は、宿泊数を 1 泊延し、5 泊 6 日のキャンプでした。長期間のキ
ャンプですが 、生活のリズムを大切にし、様々なプログラム等を楽
しむだけでなく、キャンプ生活そのものを楽しむキャンプとなりま
した。
スタディキャンプは、プログラムの中に学習の時間のある中高生を
対象としたキャンプです。有意義な学習時間を過ごし、また中高生
の自主的、主体的な活動の中で楽しい時間を創り出すことができま
した。
赤城冒険キャンプは、昭島幼稚園(東京都 )の卒園児を対象としたキ
ャンプです。YMCA のプログラム、キャンプを体験することはもち
ろんのこと、キャンプソングを歌うこと、リーダーとかかわること
も初めての経験です。そういった子どもたちの表情や歌声の大きさ
が、キャンプ生活を過ごす中で徐々に変化し、キャンプをとても楽
しんでいることが実感できました。
今年行われた７つのキャンプ・プログラムは、対象、期間、環境
等、様々です。それぞれ異なるキャンプ・プログラムですが、それ
ぞれに参加することで、子どもたちには様々な変化があったように
思います。子どもたちの顔には、喜怒哀楽様々な表情が表れ、歌声
の大きさの変化、リーダーを呼ぶ声の変化、会話の変化、友だちを
思う気持ちの変化、様々な変化がありました。こういった変化が、
子どもたちの成長の機会であり 、成長そのものであったのではない
かと感じています。そして、その成長の場には、リーダーがいつも
傍にいました。子どもたちひとりひとりを認め、受け入れ、見守り、
支えてくれるリーダーとの出会いも、子どもたちの宝物になったの
ではないかと思います。
キャンプを実施するにあたり 、ご家庭からのご理解、ご協力、そ
して様々な方からのご支援を頂きありがとうございました。今年度
のサマーキャンプ・プログラムを無事に終えることができたことを
心より感謝申し上げます。（木下亮介）

妙高グリーンキャンプ

ぐるりんでお泊りしたお友だち

アドベンチャージュニア

アドベンチャーシニア
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YMCA からありがとう！

赤城キャンプ開荘に伴い松の伐採を行いました 。
リーダーOB・OG の方々を中心に伐採のための寄
付計 265,000 円をいただきました 。お蔭様で赤城
キャンプも整備が進み、より安全な夏を終えるこ
とができました 。感謝をもってご 報告させていた
だきます。
（順不同・敬称略）
●松伐採費用のご寄付
大庭暁美 田代美希 高山和也 渡辺雅之 大崎護
西基和 蓮見央 白石昭夫 高草木弘子 村山知子
大澤さない 井口真 小林明彦 半田幸弘・敦子
掘雄二 大賀幸一 塩崎立夫 青木敦 六本木義明
原宜也 松井忠男 茜部久美 久保田陽子 武井学
高松麗子 國峯和巳 松本梢 岩田直樹 吉田賢司
三井柳仁・由貴 木下亮介 星野太郎 匿名 1 名

●ナースリークラス用玩具
今井千姫呂

●J リーグ観戦チケット
三浦翔磨

岩田直樹

●軽度発達障がい児支援プログラムへの寄付
前橋ワイズメンズクラブ

●リーダー養成募金（5 月〜9 月 順不同・敬称略）
杵渕裕子 大熊一向紀 土谷隆 高橋真佐美 飯忍
沖利柯 菅野牧夫 道下夏帆・椋介 紺秀行
青木絵里 浦野歩乃歌 塩崎学・誠 牛久保尚平
金澤渓菜 五十嵐治雄 蟻川博嗣 岩崎竜也
江森俊明 須田充彦・匠彦 勅使河原秀三郎
関麻夏・春瑠 神谷秋人 遠藤志保 飯塚有紗
中蔵悠森 匿名 1 名

前橋 YMCA 理事就退任のご報告
前橋 YMCA 前理事長松井忠男氏の理事辞任に伴い、
新理事として西基和氏をお迎えいたしました。松井氏
には引き続き常議員としてご奉仕いただいておりま
す。松井氏の長年にわたる理事としての尊いお働きに
心から感謝申し上げます。西理事には早速バザー委員
長としてもご奉仕いただいております。これからどう
ぞよろしくお願いいたします。

前橋 YMCA ホームページ開設しました！
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 上でご案内していきます。

http:/ /www. ym cajapa n.org /m aebashi /
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YMCA スケジュール・・・（10 月〜1 月）
10 月
10 月
10 月
10 月
10 月
10 月
10 月
11 月
11 月
11 月
11 月
11 月
11 月
12 月
12 月
12 月
12 月

7 日（土）はらぺこあおむし
8 日（日）クローバー
9 日（月）関東 YMCAソフトボール大会
15 日（日）ホビット・たんぽぽ
21 日（土）フルーツポンチ
21 日（土）〜22 日（日）MOC
29 日（日）バザー
4 日（土）はらぺこあおむし
9 日（木）理事・常議員会
12 日（日）ホビット・たんぽぽ
18 日（土）フルーツポンチ
19 日（日）MOC
26 日（日）サッカークラス遠征（東京）
2 日（土）フルーツポンチ
9 日（土）冬季スキーキャンプ説明会
9 日（土）YMCAファミリークリスマス
16 日（土）〜19 日（火）
スキーリーダートレーニング
12 月 25 日（月）〜30 日（土）
冬季スキーキャンプ
12 月 23 日（土）〜1 月 9 日（火）冬季休館
1 月 13 日（土）冬季スキーキャンプ思い出会
1 月 18 日（木）理事・常議員会
1 月 21 日（日）ホビット・たんぽぽ
1 月 27 日（土）フルーツポンチ
1 月 28 日（日）MOC

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 6 月 1 日〜9 月 31 日】順不同・敬称略
廣瀬一廣
本多悠夏

熊沢佳代

櫻井徹

石原敏晴

篠原圭

【継続 6 月 1 日〜9 月 31 日】順不同・敬称略

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。

杵渕裕子
山本エマ
木下亮介
草分俊一
吉田賢司

大野紀一 蓮見央 大熊健資 深町穣
磯部康長 高橋真佐美 江森利一郎
塩崎立夫 西基和 中村俊生 青木敦
掘雄二 白石昭夫 菅野牧夫 宮崎純
江森俊明

皆様のお支えに心より感謝いたします。

