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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自分で出来ることが一つ増えた︒
「自分で服をハンガーにかけられるようになったよ！」スキーキャンプに初めて参加した女の子が、
嬉しそうにそっと教えてくれました。自分で出来ることを一つでも増やして帰ろうと、リーダーとキャ
ンプのテーマ設定をし、そのキャンプでもらった子どもからの報告です。
「子どもをだめにするには、ほしいものをなんでも与えることだ」とルソーは言いました。自分も親
になり、我が子にしてあげたい、与えたいと思う気持ちは本当によくわかるようになりました 。親に限
らず、キャンプで子どもを預かる私たちやリーダーも、子どもたちのためと思い様々な場面で子どもに
手を貸し、ほしいものを与えているのかもしれません 。もちろん子どもが今必要としている事柄に敏感
に気づき反応していくことは重要なことです。でもそれがあの女の子が見せてくれた素敵な笑顔、子ど
もの大事な成長の機会を逃すことになってないか考えさせられます。
小さいことでも、出来るようになれば自信につながり、それは次の挑戦につながります。女の子の「で
きた」ことはごくごくささやかなことかもしれませんが、その表情が物語るものはその子にとってとて
もとても大きなことだったに違いありません。それが次の挑戦につながり、子どもたちを豊かにしてい
く･･･ そのチャンスを私たちは見逃さずに用意していきたいと強く思わされます。

前橋 YMCA 総主事 星野 太郎
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ナースリークラスはもうすぐ卒 園 の季節をむか えます。
嬉しくて、ちょっぴりさびしい季節です。いよいよ3 月でナースリークラスは卒園式をむかえます。引き続き
ナースリークラスで過ごすお友だちも4 月から幼稚園のお友だちも、すてきな新年度になりますように・・・

緊張気味の入園式。つい昨日のよう。 たくさんの願い事をした七夕。

みんなの大好きな交通公園!

お楽しみ!お弁当の日。

こんなに大きなお芋だよ!

大変身のハロウィン！

水遊び大好き！サマースクール。

赤城キャンプの草原で･･･

クリスマス会の楽器隊。

ナースリークラス 2008 年度クラス募集中！
ナースリークラスの特長は･･･
■子育てを一緒に考えられるベテラン教師による指導
■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
■月・水・金は 12:00〜 14:00 までの「おひさまクラス」
2008 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

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。
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YMCA バザー200 7 大盛 況！
前年に続き、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から当日まで大活
躍！3 年連続で前年を上回る来場者・売上があり大盛況でした。
10 月 28 日（日）は今年も晴天。恒例になった西基
和バザー委員長の開館のチャイムでバザーが始まりま
した。開館を待つ列はここ 数年で最も長く、座って待
つ人も。開館後の館内は終始にぎやかに、そして楽し
い交流のひとときもありました。
今回初の試みが「史上最大のビラまきエリア」
「入場
者数のカウント」で、準備に携わったリーダーたちの
献身的な働きのおかげで入場者数 350 名（正確です）
という多くの来館者がありました。
ご奉仕いただいたお母様方 、子どもたち、リーダー
や会員の皆さん、そして多くの献品や協賛をお寄せく
ださった皆さん、本当にありがとうございました。

2007 年度 YMCA バザー総売上
¥641,542（昨年¥576,248）
来場者数：350 名
バザーの収益は前橋 YMCA ボランティアリー
ダー養成費用として用いさせていただきます。
（ボランティアリーダー理論講座・夏季プレキ
ャンプ・スキー実技トレーニング・全国リーダ
ー研修会派遣・東日本 YMCA リーダーズフォ
ーラム派遣・発達障がい児指導者研修派遣等）

大好評の軽食コーナー。今
年は家族連れの利用もたく
さんありました。（左）

大活躍のリーダー たち。小山
常議員がレストラン・クワト
ロアンジェロでお疲れ様会を
ご用意くださいました。（右）

サッカークラス東京遠征・・
・最後まであきらめないみんなのプレーに感動！
2007 年 11 月 25 日、日曜日、江東 YMCA ワイズカップサッカー大会（東京都江東区・都立木場公園）
が行われ、今年も、高崎、前橋の合同チームで大会に参加しました。
相手と競り合う浅香くん、
後方援護の船津くん、サイ
ドから緑川くん。（左）

ドキドキのキックオフ、蹴るの
は小板橋くん、右サイド川村く
ん、左サイド島津さん（右）

きれいな朝焼け空のもと、総勢約 40 名の「群馬 YMCAチーム」で東京に向かいました。会場は都
立木場公園（江東区 ）
、参加チームは 12 団体 37 チーム という大会です。高学年チーム 4 位、4 年生
以下チーム 6 位という結果でした。思うような結果は残せませんでしたが、子どもたちは、普段の練
習では見せないすばらしいプレーをたくさん見せてくれました。負けていても最後まで必死にボール
を追いかける姿、身体の大きな相手に果敢に立ち向かう姿、点を取られまいとボールに何度も飛びつ
く姿･･･みんなの表情が今でも目に焼きついています。そんなプレーや表情から、悔しさや「勝ちたい 」
という気持ち、サッカーへの情熱を感じました。そして、みんなの気持ちが伝わってくる真剣な表情
やプレーにとても感動しました。この大会でみんなが感じたものは、サッカーの上達以上にとても大
切な宝物になったのではないでしょうか。
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YMCA ファミリークリスマス・・・たくさんの参加に感 謝！
YMCA ファミリークリスマスには子ども・大人合せて 151 名の参加がありました。例年にない大勢
の方々と一緒にクリスマスをお祝いし、楽しいひとときを共にすることができました。クリスマス
礼拝では日本キリスト教団前橋教会の大賀牧師より楽しくて心温まるメッセージをいただき、祝会
では YMCA 歌の会（シングラバーズ）のきれいな歌声が会に素敵な彩りを加えてくれました。

フルーツポンチのみんなはサンタに！

クリスマス礼拝は大勢の人たちと。

リーダーたちによる聖歌隊。

もうすぐ春季スキ ーキ ャンプ！4 月 2 日 はポール大会 です。
春のスキーキャンプでは、全てのキャンプでポールコースでのレッスンを行います。また、シュプ
ール（小学生・中高生）、チャレンジキャンプでは、ポール大会を体験します。本格的なポール
コースでの大会は、楽しさはもちろん、滑り終えた後には、充実感、達成感を味わうことができ
るはずです。たくさんのご参加お待ちしています。
キャンプ名

対

象

日

程

ゆきんこキャンプ

新年中〜年長

3/27（木）〜29（土）2 泊 3 日

エンジョイキャンプ

新小 1〜小 6

3/27（木）〜29（土）2 泊 3 日

シュプールキャンプ（小学生）

新小 1〜小 6

3/30（日）〜4/2（水）3 泊 4 日

シュプールキャンプ（中高生）

新中 1〜高 3

3/30（日）〜4/2（水）3 泊 4 日

小 3〜高 3

3/30（日）〜4/2（水）3 泊 4 日

チャレンジキャンプ

※いずれのキャンプもスノーパーク尾瀬戸倉を利用する予定です。

会員受付開始：2 月 13 日（水）10:00〜
一般受付開始：2 月 14 日（木）10:00〜
お問合せ・お申込みは前橋 YMCA まで

TEL：027-234-2299
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楽しさの中に成長の機会・・
・冬季スキーキャンプが無事終了！
2007 年度冬季スキーキャンプは、無事に実施することができました。5 つのキャンプに、幼児から高校
生まで、98 名のメンバーが参加し、27 名のリーダーがキャンプの運営に携わりました。

チャレンジキャンプ、ごりグループのフォーメー
ション。拍手大喝采でした。

イオングループの密着ポーズ。シュプールキャ
ンプは楽しい声がいっぱいでした。

今回のスキーキャンプでも、たくさんの子どもたちの笑顔に出会うことができました。YMCA キャ
ンプは、
「楽しくなければキャンプじゃない」と良く言われます。まさにキャンプでは、いつも子ども
たちの笑い声が響いていました。この楽しさには、面白い、愉快な楽しさだけでなく、色々なものが
詰まっていたように感じます。
あるスキーのグループは、フォーメーション（集団でリズムを合わせる 滑り方）の練習に取り組ん
でいました。フォーメーションは、大きな声を出してリズムを合わせることが 大切です。ある男の子
は、声を出す役割の女の子に「もっと大きな声を出そうよ。」と言い、女の子は「私は、これ以上大き
な声は出せないよ。」と答えました。そして、もう一人の男の子が「じゃあ 、僕が声を出すよ。
」と言
いました。キャンプで知り合って間もない仲間と、フォーメーションをより良いものにするために、
ここまで真剣にスキーに取り組めるのかと、とても驚きました。そして 、そのグループのフォーメー
ションは、仲間からたくさんの拍手をもらうことができたのです。この時の子どもたちの表情も、楽
しさの感じられる表情でした。
YMCA のキャンプには、楽しさの中に、たくさんのことが詰まっていると思います。楽しい体験の
中にこそ、子どもたちの成長の機会は潜んでいると感じています。今回のキャンプに参加したメンバ
ーたちにも、様々な成長の機会が訪れたのではないかと思います。
キャンプ期間中には、六本木信久先生（「YMCA 子どものための スキーブック一緒に滑ろうパート
2」監修）をはじめ、多くのボランティアリーダー OB・OG の方にご支援を頂戴いたしましたこと心
より感謝申し上げます。ありがとうございました。
（木下亮介）

久々の大所帯、中高生キャンプ。みんなのポーズは
「ビーダマン」。キャンプ中おおはやり！

スキー場の人気者「とくまくん」と一緒に滑りまし
た。ゆきんこ・エンジョイキャンプのおともだち。
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YMCA スケジュール・・・（2 月〜4 月）

2 月 2 日（土）はらぺこあおむし
2 月 3 日（日）クローバー・MOC
2 月 8 日（金）〜10 日（日）
尾瀬 Winter キャンプ
2 月 17 日（日）ホビット・たんぽぽ
●ご寄付
2 月 23 日（土）フルーツポンチ
スキー用品（茜部久美）
2 月 24 日（日）MOC
リーダーズフォーラム・全国リーダー研修会派遣費用
3 月 1 日（土）はらぺこあおむし
（前橋・高崎ワイズメンズクラブ）
3 月 4 日（火）〜6 日（木）
絵本（小林春美・岩佐秀子）
スキーリーダートレーニング
●スキートレーニング・キャンプサポート
3 月 8 日（土）フルーツポンチ
関口次郎 岩田直樹 石川勇 武井学 平岩賢
3 月 9 日（日）YMCA サッカーフェスティバル
茜部久美 篠原武司 篠原恭代 関口正憲 宮内秀貴
3 月 12 日（水）ナースリー卒園式
大附麻衣子 越善敬一郎 中野心哉 久保田陽子
3 月 13 日（木）理事・常議員会
竹田麗子 六本木孝雄 深町穣 加藤奈美 原田寿大
3 月 15 日（土）春スキーキャンプ説明会
3 月 27 日（木）〜29 日（土）
●クリスマス献金
ゆきんこ・エンジョイキャンプ
黒川結愛 西基和 根岸里帆 茂木悟 山岸太郎
3
月
30
日（日）〜4
月 2 日（水）
星野太郎 三井柳仁・由貴 松井忠男 上野秀子
シュプール・中高・チャレンジキャンプ
木下亮介 小林宏美 大塚裕子 大澤さない 高橋彩
4 月 5 日（土）赤城ワーク①
YMCA 歌の会 渡辺隆之・彩夏 蓮見央 星野朱音
4 月 12 日（土）フルーツポンチ
川尻紗矢人 青木敦 半田幸弘 金田宗馬 大賀幸一
4 月 13 日（日）MOC
日本キリスト教団前橋教会婦人会 吉田隆行 深町顯
4 月 14 日（月）ナースリー入園式
山本エマ 渡辺雅之 狩野賢紀 白石昭夫 山岸洋三
4 月 20 日（日）ホビット・たんぽぽ
●リーダー養成募金（10 月〜1 月 17 日 順不同・敬称略）
4 月 26 日（土）はらぺこあおむし
柳井さくら子 根岸里帆 松田将宣 小暮信太朗
赤城ワーク②
前橋 YMCA リーダーOB・OG 一同 塚越彩夏・亮太
4 月 27 日（日）春スキーキャンプ思い出会
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）

金古響 廣山悟 竹尾真 吉原千晶・大道 塩崎学
遠藤あおい・伊代 蓮見央 鈴木亘 岩崎竜也
五十嵐治雄 今井貴之 金子りさ 今井千姫呂
金子智成 福田大地 村山賢大・浩祐 高橋彩
片貝朔也・ちはや 永井颯馬 森遥音 山口みづき
南龍野 外山佳乃子

YMCA サッカーフェスティバル
高崎、前橋サッカークラス合同のサッカーフェステ
ィバルを開催します。サッカークラスのメンバーはも
ちろん、クラス以外の方のご参加も大歓迎です。
フェスティバルでは、子どもたち、お父さん、お母
さん、リーダー、みんなで楽しめるプログラムを行い
ます。ミニゲームやキックターゲット、ドリブルリレ
ー･･･ リレーの親子対決も予定しています。家族み
んなで体の動かせる楽しい一日になるよう計画中で
す。ぜひ、お友だち、ご家族と一緒にご参加ください。
■

日

程：2008 年 3 月 9 日（日）

■
■

時
場

間：10:00〜15:00
所：前橋敷島緑地河川敷サッカー場

■

参加費：1 名 500 円

■

対

■

申込み：YMCA までお電話にて

象：幼児（年少）〜小学 6 年生・保護者

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

【継続 10 月 1 日〜12 月 31 日】 順不同・敬称略
北村晴伸
渡辺雅之

大熊健資
渡辺尚子

山岸太郎
鯉淵典之

松井忠男
武井学

小林明彦

上野秀子

山岸洋三

六本木義明

中村俊生

【新入 10 月 1 日〜12 月 31 日】 順不同・敬称略
軍司純江

深澤絵里

阿部幹夫

平岩賢

皆様のお支えに心より感謝いたします。

