THE

NEWS

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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いい顔︑かがやいてる顔︒

Think Globally, Act Locally…

写真：2007 年 3 月 20 日

リーダーによる国領町内清掃

出 会いの場・・・YMCA
人は、自分以外の人・もの・事柄などと出会うことによって、変化し、成長します。生まれたばか
りの子どもは、先ず、母親、次に父親や彼を取り巻く人々と出会い言葉をおぼえ、世界を感じ取りま
す。大きくなっては、遊び友達の輪が広がってゆき、自分というものに 気付きます。さらに大きくな
ると、本や音楽や絵などに 出会って、自分の世界が広がります。このように、人は他者との出会いに
よって、変わり、大きくなり、育ってゆきます。
YMCA には様々な人々が出入りします。好み、話し方、振舞い方などが異なった、様々な年齢の人々
です。このような人たちが 様々なプログラムを通じて、子どもたちに出会いの場、成長の場を常に備
えています。そして、子どもたちだけでなく、リーダーも他のリーダーたちや子どもたちと出会い、
劇的な変化を遂げ、大きく成長します。
YMCA は、このように人間の成長に欠くことの出来ない出会いの場を提供します。その様々な出会
いの中で、遊びなどを通じて、人間に必要な社会性が自然のうちに一人一人の中に育っていきます。
しかし、その成長を支えるものは、思いやりの心＝愛です。子どもたちは豊かな愛情の中でだけ、彼
等の活動に安心して思う存分打ち込むことが出来、それによって大きく育ってゆくからです。

前橋 YMCA 理事長 白石 昭夫

THE

NEWS

放課後が楽 しくなる「もう一つの我が家」YM CA アフタースクール。
YMCA アフタースクールがスタートしました。子どもたちが安心して有意義に過ごせる場としてぜひ活
用してください！

イングリッシュアワーで
のツイスターゲーム！
クラスです！

■募集対象：小学校 1 年生〜6 年生
■活動日：火・水・木・金
＊ 週 1 日〜週 4 日の中からお選びいただけます。
■活動時間：14:00〜19:00
■活動場所：前橋 YMCA 会館内および近隣公園等
■定員：各曜日ともに 15 名
■費用：YMCA 入会金（初回のみ）5,000 円
YMCA 会費（年額）3,600 円
活動費 週 1 回（月額）8,000 円
週 2 回（月額）13,000 円
週 3 回（月額）18,000 円
週 4 回（月額）23,000 円
＊ 活動費にはおやつ代を含むプログラム費用、保険代
等が含まれています。

その他詳細についてはお気軽に YMCA までお問い合
わせください。資料をお送りすることもできます。

アフタースクールでは様々な特典をご用意しています
■ ネイティブスピーカーと英語で遊ぶ時間「イングリッシュアワー」があります。（水・金クラスのみ）
■ 兄弟姉妹でアフタースクールにご参加の場合、お二人目以降の活動費が 30％割引となります。
■ 土曜の活動をご希望の方は、月 1 回土曜日（14:00〜16:00・年 11 回）に行っている遊びの活動「フル
ーツポンチ」に活動費 30％割引で参加することができます。

■ 木曜のアフタースクールは前橋サッカークラス（16:30〜18:00・年 29 回/別料金）と併せて参加する
ことができます。敷島グラウンドと YMCA 会館の送迎は YMCA で行います。

■ その他の前橋 YMCA の活動やキャンプ等のプログラムに YMCA 会員料金にてご参加いただけます。

国領町内 の川 清掃を実 施。
YMCA ボランティアリーダー有志によって町内を流れる川の清掃を行いました。いつもお世話になって
いる国領町に何か YMCA でできることは・・・ リーダーのそんな思いで実現しました。
川は冷たく手が凍りそうな 3 月 20 日、リーダー・スタ
ッフ 7 名で国領町内を流れる川に入りゴミ拾いを行いまし
た。空き缶・ペットボトルや古新聞、生ゴミまで出るわ出
るわのゴミ袋 7 袋の収穫でした。
道行く人たちが声をかけて励ましてくれたことや差し入
れを届けてくれたことが本当に大きな喜びでした。次回は
夏に予定。今度はもっと多くの人たちにもかかわってもら
いたい、そう願っています。
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サマーキ ャンプ・夏季 プログラム受付が 始まります！
まもなく訪れる夏休み。YMCA で夏休みの思い出をつくりませんか？サマーキャンプ、夏季プログラム
のラインナップは、対象年齢、日帰りプログラム、宿泊プログラムなどによって様々です。今年は新たに
小学生対象のサマースクールを開設します。夏休みの生活をリーダーと一緒に楽しみましょう！
キャンプ名

対象
2 歳児(ナースリークラス)
年少〜年長

サマースクール①
サマースクール②

小 1〜小 6

ぐるりんキャンプ

年少〜小 2

アドベンチャーキャンプ
ジュニア
アドベンチャーキャンプ
シニア

日程
7/25〜7/27
3 日間 日帰り
7/30〜8/3
5 日間 日帰り
8/16〜8/18
3 日間 日帰り
※オプションで 18 日〜19 日の 1 泊プ
ログラムにもご参加いただけます。

8/15〜8/17
2泊3日
8/15〜8/19 日
4泊5日
８/12〜8/15
2泊3日

小 1〜小 3
小 3〜中 3
中 1〜高 3

スタディキャンプ

場所
前橋 YMCA 会館

他

前橋 YMCA 会館

他

前橋 YMCA 赤城キャンプ他

前橋 YMCA 赤城キャンプ
前橋 YMCA 赤城キャンプ
前橋 YMCA 赤城キャンプ

受付開始は・・・
会員受付開始：6 月 13 日（水） 午前 10 時より
一般受付開始：6 月 14 日（木） 午前 10 時より
お問合せ・お申し込みは前橋 YMCA まで
TEL：027-234-2299

2007 年 度リーダートレーニングがスターとしました！
5 月 3 日〜5 日に赤城キャンプにて、プレキャンプが行われ、今年度のリーダートレーニングがスタートし
ました。プレキャンプでは、キャンプの原体験を通し、YMCA 理解、YMCA キャンプの理解を深め、同じ
志をもつ者同士が集い、それぞれのリーダー活動をスタートさせる良き機会となりました。
今後のリーダートレーニングのスケジュール
トレーニング名
プレキャンプ（キャンプ実技トレーニング）

プレキャンプ参加者より
「たくさんのサポートありがとう
ございました ！」

実施日
5 月 3 日〜5 月 5 日

理論編

YMCA 理解・YMCA キャンプ理解

5 月 26 日

理論編

グループ運営の方法とリーダーの役割

6月7日

理論編

ゲーム＆ソングの指導法

6 月 14 日

理論編

キャンプの安全

6 月 29 日

理論編

支援を必要としている子どもたちの理解

7月5日
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What s the YMCA?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・YMCA 活動紹介⑥

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。
前橋 YMCA 赤城キャンプは、赤城山の南面、柏倉の森
の中にあります。食堂、お風呂のあるメインホール、宿泊
をするログハウス造りのキャビン、子どもたちが元気に駆
け回るグラウンド、火を囲み思い出を語らうファイヤープ
前橋 YMCA 赤城キャンプ主任：木下亮介
レイス 、小鳥のさえずりの中感謝を捧げるグリーンチャペ
ル、樹齢 60 年もの立派なアカマツ、緑の中に鮮やかに映
えるツツジ、森にはリスやウサギが駆け回り、時にはキツネやシカに出会うことも・・・。赤城キャンプ
は、YMCAキャンプ を行うための施設が整えられた自然豊かなところです。
赤芝（赤城キャンプ周辺の地名）の地で初めてキャンプが行われたのは、今から 50 年ほど前のことで
す。それ以来、赤城キャンプは、多くの方の支えにより、現在まで子どもたちのキャンプの場、出会いの
場、成長の場として運営されてきました。ここ数年のワーク（キャンプ施設の掃除・修繕新設作業等）で
も、多くのボランティアリーダーが参加し、その力が、赤城キ
ャンプ を豊かなものにしてくれました 。毎年訪 れる延べ 1000
人を超えるキャンパーのために、安全に楽しいキャンプ生活を
送れるようにと考え、リーダーたちは、ワークに励んでくれま
す。この 50 年の間に、この赤芝の地を耕し、整え、自然豊か
に保つために尽くされた方の力、そして赤芝を思う気持ちは計
り知れないものがあります。
この赤城キャンプは、子どもたちの成長を願うキャンプの場
であり、そして、その願いをもつ多くの方々の想いが込められ
た大切な場所なのです。赤城キャンプへの想いが込められたバ
トンを我々も引継ぎ、この夏訪れる子どもたちのために、そし
赤城キャンプキャビン
て未来の子どもたちのために、赤城キャンプの運営に携わって
（1997 年 7 月竣工）
いきたいと思います。

伝えゆく50 年の歴史・
・・

「YMCA 赤城キャンプ」

赤城キャンプのワークに参 加しませんか？

週末のお父さんパワー、
大歓迎です！

前橋 YMCA では、赤城キャンプのワーク（キャンプ施設の掃除・修繕新設作業等）をボランティアリーダ
ーと共に行っています。
保護者 の皆さん、地域の方々、ボランティアリーダー、スタッフ、皆さんの
手でこの赤城キャンプを子どもたちのために 整え、守っていきませんか？ワー
クでは、キャンプサイト 内の階段の修繕、デッキ のペンキ 塗り、道作り、チャ
ペルの椅子の修繕、ワーク参加者の昼食の準備など、内容は様々です。特別な
技術がなくてもかまいません 。参加したすべての 人の力が一つになることでワ
ークは充実したものとなります。リーダーと共に汗をかき 、楽しいワーク の後
には、充実感、達成感を感じることができると思います。赤城キャンプがより
多くの方々の集いの場になることを願っています。

今後のワーク日程・・・ 6/3(日 )・6/24(日)・7/1(日)・7/21(土)
＊参加を希望される方は、YMCAまでお問い合わせください。

ログ風の土留め
（メインホールピロティ）
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雪はあったよ、春 季スキーキャンプ！
2007 年 3 月 27 日〜4 月 2 日の期間、5 つのスキーキャンプが行われ、70 名の子どもたちが参加し、27
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。
今シーズンは、暖冬による雪不足
が心配されましたが、キャンプ実施
直前の雪という好機にも恵まれ、無
事に実施することができました。し
かし、気温も高く、雪質も決して良
いものではありませんでした。そう
いったコンディションの中、ポール
バーン（雪面硬化剤を用いて整えら
中高生キャンプ
ゆきんこキャンプ
れたポールコース）を利用してのレ
ッスンを取り入れ、滑走量を多くと
ることができました。YMCAスキー
での目標は、安全かつスピーディー
な滑りです 。「ハの字形」の滑りか
ら「平行形」の滑りを目指し、そし
て更に洗練された「パラレル」の滑
りを目指します。
このスキーキャンプでも、すべて
ポールコースの練習
シュプールキャンプ
のキャンプで、子どもたちのスキー
の上達を特に意識したレッスンを行いました。子どもたちそれぞれがスキーの上達を感じてくれたのでは
ないかと思います。また、スキーの上達だけでなく、冬の自然、仲間と生活すること、リーダーとのかか
わり合いの中からも 、子どもたちは多くのことを感じ、様々な成長の機会に出会えたのではないかと感じ
ています。
キャンプ実施にあたり、ご家庭の皆様のご理解、ご協力、また六本木信久先生（「YMCA子どもための
スキーブック一緒に滑ろうパート２」監修）をはじめ、ボランティアリーダーOG・OB 他多くの方々の
ご支援に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

尾瀬ｗinter キャンプ・・・みんなと一緒だか らチャレンジできる！
2007 年 2 月 10 日〜11 日、尾瀬 winter キャンプは実施されました。対象は、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軽度発達障がいをもつ子どもたち）です。
小学校 1 年生〜5 年生の 11 名の子どもたちと、9 名のボランティア
リーダーが、スキーにチャレンジしました。キャンプがスタートするま
では、宿泊をすること 、お家を離れて生活することそのものが、子ども
たちにとっては大きな挑戦であると考えていました。ところが、スキー
場へ到着しレッスンがスタートすると、子どもたちは一生懸命スキーに
取り組みました。最終的には、すべての子がリフトに乗り、緩やかな斜
面をすべるまでに上達しました。自分の滑り降りてきたバーンを見上げ
満足している子どもたちの表情はとても印象的でした。
このキャンプには、11 人の仲間と 9 人のリーダーがいます。楽しさ、不安を共有のできる仲間、そし
て、いつも傍に寄り添いひとりひとりを認めてくれるリーダー、仲間たち、リーダーといっしょだからこ
そ子どもたちはチャレンジできたのではないかと感じています。これからも、YMCA キャンプが支援を
必要としている子どもたちの良き成長の機会となることを願っています。
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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）
●ご寄付
スキー板（梅津桃 吉田賢司）
英語教材（William Perera）

●スキートレーニング・キャンプサポート
関口次郎 岩田直樹 石川勇 武井学 平岩賢
茜部久美 篠原恭代 松本梢 國峯和巳 小林明彦
大附麻衣子 山本美希 越前敬一郎

●プレキャンプサポート
岩田直樹 岩田幸子 平岩賢 三井柳仁 福島光陽
三井由貴 茜部久美 篠原武司 篠原恭代 櫛田昭子
高松麗子 大塚雅子 茂木悟 吉田賢司 木田洋幸
吉田隆行 吉田宏美 川口主真 宮内秀貴 関口正憲
神基 神和美 横手美和子 深町顯 深町穣 原宜也
松本梢 渡辺雅之 桑原位江 木下亜紀 星野里奈

●リーダー養成募金（1 月〜5 月 順不同・敬称略）
武井学 山本エマ 紺秀行 大塚涼佑 外山佳乃子
今井千姫呂 谷地田優姫 林里音 町田太平・洋
青木佳菜 道下夏帆・椋介 浦野歩乃歌 塩崎学
青柳陽南 金子智成 鈴木佑妃 山口みづき 鏑木稔
福田大地 牛久保尚平 片貝朔也・ちはや 貫井啓登
村山浩祐・賢大 川尻紗矢人 林鞠花 堀口廣司
杵渕裕子

財団人事
【任用】 前橋 YMCA 赤城キャンプ主任
木下亮介 （2007 年 4 月 1 日）
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YMCA スケジュール・・・（6 月〜9 月）
6月
6月
6月
6月
6月
6月
6月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
8月
8月
9月
9月
9月
9月
9月
9月

2 日（土）ファミリーデイキャンプ
3 日（日）赤城キャンプワーク
9 日（土）はらぺこあおむし
10 日（日）高崎クローバー
17 日（日）ホビット・たんぽぽ
23 日（土）フルーツポンチ・MOC（〜24）
24 日（日）赤城キャンプワーク
1 日（日）赤城キャンプワーク
7 日（土）はらぺこあおむし
12 日（木）理事・常議員会
14 日（土）フルーツポンチ
15 日（日）ホビット・たんぽぽ
16 日（月）サマーキャンプ説明会
22 日（日）〜23 日（月）
とちぎ・前橋 YMCA交流サッカー
10 日（金）〜19 日（日）YMCA休館
25 日（土）赤城キャンプ感謝会
8 日（土）はらぺこあおむし
9 日（日）サマーキャンプ思い出会
17 日（月）ホビット・たんぽぽ
20 日（木）理事・常議員会
22 日（土）フルーツポンチ・MOC（〜23）
29 日（土）〜30 日（日）
赤城 Autumn キャンプ

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。

バザー献品を募集はじめます！

維持会員として YMCA をお支えお願いします

2007 年のバザーは 10 月 28 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。
）

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。

＊ 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。

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. ym cajapa n.org /m aebashi /

振込先：東和銀行 前橋北支店
（普）129699 財団法人前橋 YMCA

【継続 1 月 1 日〜5 月 21 日】順不同・敬称略
関口次郎

國峯和巳

小林明彦

堀口廣司

一宮和雄

大崎護

茜部久美

杵渕裕子

上野秀子
沖利柯

皆様のお支えに心より感謝いたします。

