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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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シュプールキャンプ

サッカー ワイズカップ

子ども達と共に
「キャラクター」とは人格、性格の意味で、「ディベロップメント」は「向上」を意味します。人が成長していく過
程で身につけなければならない価値はたくさんありますが、YMCA は、その中でも人格の向上に大切な価値と
して「ＣＡＲＩ
ＮＧ」（思いやり）、ＨＯＮＥＳＴＹ（誠実さ）、ＲＥＳＰＯNＳＩ
ＢＩ
ＬＴＹ（責任感）、ＲＥＳＰＥＣＴ」（尊敬心）の
四つの価値に注目し、YMCA の活動・キャンプを通して子どもたちに伝えています。
冬のキャンプが終わると直ぐに春のキャンプの準備が始まり、冬のキャンプでの素敵な出来事は春にももう
一度体験させてあげたい。そんな思いを胸にリーダー達はキャンプの準備を進めています。YMCA ではパンフ
レットや活動の案内などに「子供」ではなく「子ども」と表記しています。「供」という字は従者・お供をするなどの
意味があり、「子供」という文字には子は常に大人の従者としての存在が強く表されています。私たち大人は
子ども達の存在を普段どのように見ているのでしょうか？
YMCA のキャンプはボランティアリーダーと呼ばれる大学生を中心とした 18 歳以上の若者達で運営されて
います。もしかすると大人と呼ぶには少し成熟度が足りないかもしれません。しかし、子ども達を自分達の従者
として見る事はありません。子ども以上もしかすると大人未満のリーダー達が、子ども達のキャラクターを純粋
に尊重しているからではないでしょうか。子ども達の成長、出来ない事が出来る様になった時の喜びを共に分
かち合うことを楽しみにしながら、子ども達と共にキャンプができることを喜びとするために今日も YMCA に通
ってきます。きっとリーダー達にとって、子ども達は大人についてくる存在ではなく、一緒に成長していく仲間の
ような存在なのかもしれません。
新年度に向けて様々なキャンプ・活動が計画されています。子ども達と共に成長し続けられる、そんなキャン
プ・活動を創り続けていきたいと願っています。

前橋 YMCA 総主事 堀 雄二
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ボランティアリーダー特集

〜YMCA での４年間〜

YMCA との出会いにより、キャンプ、グループ活動、サッカー、地域活動などを通して様々な方々と
共に過ごしてきたリーダーも、もう直ぐ卒業を迎えます。今までありがとう！！

私が４年間ボランティアリーダーとして一番大切にしてきたことは「子どもたちを楽
しませること」です。とにかく子どもたちを笑顔にさせたくて、YMCA でしかできない楽
しいことをたくさん経験させてあげたいと思っていました。でもリーダーを始めたばか
りの時は子どもたちとどんなことを話して、どう接すればいいのかも分からず、自信
をもってできることは何もありませんでした。自分が子どもたちのために何をしてあ
げればいいのか悩んだときもありました。そんな時に先輩が「ただ子どもたちと一緒
になって楽しめばいいんだよ」とアドバイスをくれました。「子どもたちと一緒になって
遊ぶこと、楽しむことが一番大切なんだ」と教えてくれたような気がします。子どもたちはただリーダーと一緒に遊
びたいだけなのかもしれません。それからは子どもたちと本気で遊んで、笑ってばかりでした。４年間 YMCA で本
当に素敵な思い出がたくさん出来ました。写真を見るたびに思い出し、思わず笑顔になります。いつか子どもたち
が大人になって、子どもの頃を振り返った時、楽しかった記憶の中に少しでも私が登場できたら、それだけで嬉し
いです。
YMCA との出会いは私にとってかけがえのないものでした。こんなにも大学生活が楽しく、宝物のような時間
になったのは YMCA で出逢えた全ての人たちのおかげだと思います。子どもたちや保護者の皆さん、リーダーの
仲間、先輩、スタッフの皆さんと出会えて、自分を変えることができました。人のためになりたいと思って始めた
YMCA のリーダー活動で逆に成長させてもらったように感じます。４年間ありがとうございました。
宮嶋由紀子（たきリーダー）

私は、YMCA のリーダーになって生活が変わりました。いや、人生が変わったと
いっても過言ではないでしょう。4 年前の春、私は YMCA に出会いました。先輩に誘
われ、自分の進んでいく道ではかかわることはないと思っていた子どもたちとかか
わることになりました。
最初は、週に 1 回リーダー会に出て、月に 1 回の活動に出ました。そして、夏にな
りキャンプに出会いました。キャンプは通常活動と違い、一日中子どもたちと共に過
ごします。子どもたちとかかわる時間が多い分、子どもとの関係も密になる感じがし
ました。そしてキャンプでの子どもたちとのかかわりに魅了され 10 回以上のキャンプに参加しました。2 年になり
前橋から離れたこともあり、リーダーを続けようかやめようか悩みました。そんな時も、活動の時に見せてくれる
子どもたちの笑顔や「リーダーのことが好き」という言葉が忘れられず、リーダーを続けていくことができました。３
年、４年とリーダー活動を続けていく中で、夏には赤城キャンプでの駐在、冬にはスキーと様々な体験をすること
ができました。ナースリークラスにも参加することもありました。子どもたちが自分の周りに集まってきたり、イヤだ
と泣き出したりと、子どもたちが素直に見せる様々な感情を感じる場面に直面することができ、子どもの目線にな
って考えることの大切さを改めて学びました。
また、YMCA では様々人との出会いもありました。様々な大学に通うリーダーや近隣 YMCA のリーダー、リー
ダーOB･OG、たくさんのリーダーから刺激を受け尊敬のできるリーダーにたくさん出会いました。YMCA のリーダ
ー活動を通して様々な人と出会い、リーダー会では様々な考え方に触れ、そして何より子どもたちと思い出に残
る楽しい時間を共有できたことが私にとっての宝物です。これからもリーダーとして、YMCA にかかわり続けてい
いきたいと思っています。
齋藤雄一郎（レッドリーダー）
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私が前橋 YMCA のボランティアリーダーになって、もうすぐ 4 年が経とうとしてい
ます。4 年間の思い出の中には、さまざまな楽しいこと、辛いことがたくさんありまし
たが、私の中で最も大きく、重要であったのは、人との出会いであったと思います。
前橋 YMCA に所属するまで、子どもたちと関わる機会がほとんどなかったので、
最初にリーダー活動をしたときは、どのように子どもたちと関わっていいか分からず、
戸惑いました。どうしたら子どもたちが活動を思い切り楽しむことができるかを考え
ながら、活動の計画をしていくと、自分自身が楽しむということとは少し違っていまし
た。子どもたちが楽しんでいる姿を見て私も楽しくなり、子どもたちと一緒に楽しむ、という経験が今までなかった
私は精神的に幼かったと今振り返ると思います。
リーダーとして活動に参加していく中で、リーダーはどういう存在になるべきなのかを考え、時にはリーダー同
士で話合いをもちました。活動中に子どもたちと接する中で、私自身が変わっていった面もたくさんありました。今
思うと、リーダー活動の中で、計画するところから活動するまでに関わった人達全員に、成長させてもらったと強く
思います。
また、リーダーたちとは活動以外でも仲良くなることができ、他大学の人であってもまるで学校の友人のように
親しくなりました。学校の友人は自分と同じような考え方をする人が多いのですが、YMCA のリーダーはさまざま
な人がいるので、いろいろな人がいるのだということを改めて認識し、いい意味で刺激を受けました。このような
人間関係を築くことができ、いろいろな面で成長させてくれたYMCA は、私にとって貴重な時間を過ごせた場所だ
と思っています。
石原沙織（セレンリーダー）

私は YMCA リーダーとしての 4 年間、様々な活動に参加をし、多くの方々と出会
い、たくさん笑ったり、時には泣いたりと本当にいろいろなことを経験することができ
ました。私が 4 年間で感じたリーダー活動の良さは多くありますが、その中でも私が
一番大切にしてきたことは「人との出会いとつながり」でした。
YMCA でリーダーをしていると本当に多くの方々と出会う機会があります。まず
私たちリーダーにとって一番身近な存在「ディレクター」との出会いです。私が
YMCA で一番初めに出会ったのもディレクターでした。何も分からなかった私に
YMCA のことを丁寧に説明してくれて、緊張している私をリラックスさせようと冗談を交えながら話をしてくれたの
がうれしくて、4 年たった今でもその時のことを覚えています。私たちリーダーよりも年上のディレクターですが、普
段は私たちと同じ目線で気さくに接してくれます。そして必要な場面では、厳しい言葉で私たちを導いてくれます。
私が 4 年間リーダーを続けることができたのも、時には優しく見守ってくれて、時には厳しいディレクターの存在が
あったからです。
次に大切な仲間たち、「リーダー」にも出会うことができました。いつも後輩の私を助けてくれた先輩リーダーた
ち、お互い支え合ってきた同学年のリーダーたち、先輩にもきちんと意見を伝えてくれる後輩リーダーたち、4 年
間でたくさんのリーダーに出会いました。みんなで真剣に話し合ったこと、みんなで思い出を話しながら笑い合っ
たこと、お互いの悩みを一晩中話したこと、みんなで思い切り遊んだこと、このたくさんの仲間のおかげで、私は 4
年間楽しみながらリーダー活動ができました。
そして私たちリーダーにとって「多くの子どもたち」や「保護者の方々」に出会えたことは大きな喜びです。4 年間
で参加してきた活動の中で、私はたくさんの子どもたちや保護者の方々に出会うことができました。毎週、毎月の
子どもたちとの活動やキャンプを通して、たくさんの笑顔と元気をみんなにもらいました。保護者の方々の言葉か
らは、リーダーとしての勇気を何度も頂きました。この出会いがあったからこそ、4 年間 YMCA リーダーとしてのや
りがいを感じ、やる気を持って続けてくることができました。
まだまだここでは紹介しきれないほど YMCA での 4 年間で、多くの方々に出会いました。その全ての出会いが
私によい影響を与えてくれ、4 年の間、リーダーとして成長することができてきたと感じています。4 年間で出会え
た全ての方々に本当に感謝をしています。YMCA で経験した人との出会いやつながりの大切さをこれからの新
たな生活においても活かしていきたいと思います。
石ヶ谷明奈（がややリーダー）
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「リーダーは何故 YMCA のボランティアをしているのだろう」とリーダー同士で話した
りすることが度々ある。何故なら、YMCA にいる時間をアルバイトに使えば沢山のお
金を稼ぐことができ、その時間を勉強することに使えば、沢山の知識を得ることがで
きる。しかしながら、リーダーは毎週Ｌ会の為に集まり、キャンプの前ともなれば、週
に２〜３回は集まってリーダー会を行っている。リーダーが YMCA に引きつけられる
ものは何であろうか。
まずは、子どもと関わることによる「発見、喜び、感動」である。過去に YMCA のスキ
ーキャンプを象徴する出来事があった。あるキャンプの解散場所で私のグループの子が「リーダー、４日間のキャ
ンプがあっという間で、もう終わりかと思うと寂しいけど、でも行きには蕾だった桜が今は満開で綺麗だね」と言っ
た。彼としては何気ない一言だったのかもしれないが、これこそが自然との調和であり、YMCA のキャンプの醍醐
味だと思った。このようなことはリーダーの誰もが経験している感動だと思う。子どもは無限の可能性を持ってい
る。その可能性に触れることがリーダーにとっての幸福に繋がっているのだと思う。
また、同世代の人との大学や学部の垣根を越えた交流だと思う。どうすれば子どもたちが喜ぶのか、どのような
活動にしたいか、ということについて皆が同じ方向を向いて話し合うことによってより良い活動が生まれる。ボラン
ティアだからこそ、皆、本気で取り組むのだ。だから時にはぶつかり合うこともあり、私も過去には言い合ったり、
喧嘩したりしたこともあった。本気でぶつかり合うことによってお互いが解り合い、活動を終えた後には仲間の中
で絆が生まれた。親友というのは大袈裟かもしれないが、YMCA では沢山の仲間を見つけることが出来る。
他にも皆それぞれで YMCA に対して求めているものはあると思う。しかしながらそれらも人との関わり合いを元
に成り立っている。つまり、リーダーは YMCA に対して人との触れ合い、仲間達との関わり合い、いわばＹという１
つの家族の元に帰ってくるのである。私は、YMCA で過去に出会った仲間達を大事にし、そして、これから出会う
仲間達に期待を膨らませながら、今後もYMCA と関わっていきたいと思う。
堀口貴史（たーぼーリーダー）

YMCA は春にもスキープログラムがいっぱい！！！
スキークラブ、・
・
・
春スキーキャンプでは・
・
・
ＹＭＣＡスキークラブ
エンジョイキャンプ

新年中〜小６

3/27（金）〜29（日）2 泊 3 日

シュプールキャンプ

新小 1〜高３

3/30（月）〜4/2（
水）3 泊 4 日

スキートレーニングクラス

新小 1〜高３

3/30（月）〜4/2（
水）3 泊 4 日

? 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。

お問合せ・お申込みは前橋 YMCA まで TEL：027-234-2299

春スキーキャンプラインナップ
エンジョイキャンプ

新年中〜小６

3/27（金）〜29（日）2 泊 3 日

シュプールキャンプ

新小 1〜高３

3/30（月）〜4/2（
水）3 泊 4 日

スキートレーニングクラス

新小 1〜高３

3/30（月）〜4/2（
水）3 泊 4 日

? 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 18 日（水）10:00〜
一般受付開始：2 月 19 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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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・
・
・

入

園

式

親子遠足
敷島公園

水遊び

七夕
フラワーパーク

ナースリークラス 2009 年度クラス募集中！
ナースリークラスの特長は･･･
■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
大学生ボランティアリーダーのプログラムサポート
■月
月・水・金は 12:00〜14:00 までの「おひさまクラス」
2009 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
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 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
リーダーズフォーラム・全国リーダー研修会派遣費用
（前橋ワイズメンズクラブ）
プリンター（吉田賢司）

?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
篠原武司 篠原恭代 関口正憲 宮内秀貴 中野心哉
六本木孝雄 吉田賢司 國峯和巳 國峯悦子

?クリスマス献金
一宮和雄 中原徹・俊 山本エマ 道下椋介 道下夏帆
杵渕裕子 植木隆文 小林叶佳 前橋教会婦人会
熊谷由紀 広瀬ののか・ゆいか 茜部久美 深町顯
根岸里帆 廻谷涼吾 清水翔太 渡辺雅之 渡辺
ｼﾝｸﾞﾗﾊﾞｰｽﾞ 青木敦 笛木ゆうか 紺秀行 西原英祐
大島栄二 篠原南菜・沙弥 反町惠眞 早部皓喜
青木恵里華 尾高南結 野中颯太 西基和・美幸
川尻沙矢人 蓮見央 富沢こころ 金田宗馬 堀雄二
木下亮介 大塚裕子 村山知子 大澤さない 大賀幸一
鈴木亘・壮 蟻川亜樹 蟻川智子 高山順子 山岸洋三
黒田とめ子 狩野貴之 六本木太
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YMCA スケジュール・・・（2 月〜4 月）
２月６日（金）〜８日（日）
尾瀬 Winter キャンプ
２月１３日（金）〜１４日（土）
スキークラブ
２月１５日（日）ホビット・たんぽぽ
２月１８日（水）春スキーキャンプ受付開始
２月２０日（金）〜２１日（土）
スキークラブ
２月２１日（土）フルーツポンチ
２月２７日（金）〜２８日（土）
スキークラブ
２月２８日（土）はらぺこあおむし
３月３日（火）〜５日（木）
スキーリーダートレーニング
３月７日（土）フルーツポンチ
３月８日（日）YMCA サッカーフェスティバル
３月１２日（木）理事・常議員会
３月１３日（水）ナースリー卒園式
３月１４日（土）春スキーキャンプ説明会
３月２７日（金）〜２９日（日） エンジョイキャンプ
３月３０日（月）〜４月２日（木）
シュプール・中高・スキートレーニングコース
４月１３日（月）ナースリー入園式
４月１３日（月）〜 通常プログラム開始

?リーダー養成募金（10 月〜1 月 13 日 順不同・敬称略）
池田鷹慶 大塚健太郎 金古響 林里音 深澤寛子
遠藤あおい・伊予 谷地田優姫・
菜実 藤﨑治・隆真
金田宗馬 関口次郎 篠原武司 五十嵐治雄 横田晃一
金子智成 岩崎俊晴 中野心哉 吉田賢司 飯塚有紗
牛久保尚平・悠人 高橋彩 片貝ちはや・朔也
外山佳乃子・職員一同

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。
今年は大人も真剣に楽しめる大フットサル大会です。
個人で参加することも、チームで参加することもできま
す。初心者の方には、ルールのレクチャー、練習からゲ
ームまでをサポートします。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。

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〜1 月 31 日】順不同・敬称略
青木敦 松井忠男 深澤絵里 広瀬一寛 山岸洋三

■

日 程：2009 年 3 月 8 日（日）

六本木義明 小谷全人 渡辺雅之 渡辺尚子

■

時 間：13:00〜16:30

山岸太郎 大賀幸一 鯉渕典之 阿部幹夫

■

場 所：王山運動場（前橋市総社町）

■

参加費：1 名 500 円

■

対 象：幼児（年少）〜小学 6 年生・保護者

■

申込み：YMCA までお電話にて

【新入 10 月 1 日〜1 月 31 日】順不同・敬称略
宮内秀貴
皆様のお支えに心より感謝いたします。

