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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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幼児日帰り活動：たんぽぽ４月

前橋 YMCA に新しい息吹が吹き込まれました。毎年４月は成長を感じる季節です。
入学・卒業や進級を迎えるなかで、子どもたちが日々成長していることをあらためて
感じさせくれる季節です。YMCA に集う子どもたちはもちろんのこと、ボランティア
リーダーを担っている大学生が巣立っていく季節でもあります。卒業の春を経て、新
たな顔がやってくるのも春なのです。前橋 YMCA には新しい職員も加わり、２００９
年度の活動が始まりました。常議委員会議長も変わり、新たな一歩をともに歩んでま
いります。
昨今、
“change”という言葉がよく使われますが、40 年以上の歴史を持つ前橋 YMCA
も一つの転換期に立っております。聖書の中には 40 という数字は一つの区切りとして
よくでてきます。私たちもこのひとつの時期を真剣に考えております。
本年度もリーダーたちと一緒に、良き、充実したプログラム実現を目指して歩んで
いくことはもちろんですが、前橋 YMCA がこれまで培ってきた伝統・精神を継承して
いくべくいっそうの努力をし、そして時にかなった決断をしていきたいと思っており
ます。会員の皆様のお力添えに感謝いたしております。今後もよろしくお願いいたし
ます。
前橋ＹＭＣＡ 常議委員会議長 西基和

THE

たんぽぽ

NEWS

〜幼児日帰り活動〜

たんぽぽは、前橋ＹＭＣＡの幼児対象の日帰りプログラムです。お友だちやリーダーと楽しく、そして
思いっきり遊びます。夏は水遊び、冬は雪遊び、動物と遊んだり、おいしい果物狩りにいったり・・・、１
年間ですてきな思い出がいっぱいできます。３〜５人のグループにリーダーがついて活動します。
たんぽぽの今年の目標は、“ＣＬＴ”です。Ｃ（Circle）：たんぽぽの輪を大切に、Ｌ（Love）：みんなが大
好きで、Ｔ（Try）：いろいろな事に挑戦する、これらを目標として活動を行なっていきます。

４月のたんぽぽ
４月のたんぽぽは、るなぱあくと前橋公園にてみ
んなで一緒に遊びました。るなぱあくでは、グルー
プ毎に乗り物に乗って楽しみ、午後の前橋公園芝生
の広場では、自由に遊んだり、全体プログラムを楽
しみました。芝生の広場では、
みんな元気一杯に遊んでいま
した。新しいお友だちやリー
ダーとも仲良く遊ぶことが出
来ました。

５月のたんぽぽ
５月のたんぽぽは、さいたま水族館に行ってきました。今年
度初めてのバスのお出かけになりましたが、バスの中でも楽し
く過ごすことが出来ました。YMCA では、バスの中でもプロ
グラムがあります。
歌を一緒に歌ったり、クイズを楽しんだり、
手遊びをみんなで楽しんだりします。気分が悪くなるお友だち
は無理には参加しません。それぞれが楽しみながら、目的地に
向かいます。
さいたま水族館では、淡水魚のお魚をたくさん見ることが出
来ました。カメにも触ることも出来ました。コイやチョウザメの餌やりを体験することもでき、水
族館を存分に楽しめました。また、天気にも
恵まれ、芝生広場でもみんなでたくさん遊べ、 ■募集対象：年少〜年長
充実した１日となりました。
■活動日：毎月第３日曜日
（6/14・7/12・9/13・10/18・・・）
■活動時間：9：00〜16：00（変動あり）
■活動場所：碓氷峠鉄道文化むら
太田こどもの国
高崎観音 ＹＭＣＡ会館
など
■費用：YMCA 入会金（初回のみ）5,000 円
YMCA 会費（年額）3,600 円
活動費（各回） 3,000〜7,000 円
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。
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コンパス

〜日帰り野外活動〜

コンパス、前橋ＹＭＣＡの小学生対象の日帰
りプログラムです。仲間といっしょに自然の中で
様々な活動をするプログラムです。
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２００９年４月スタート
■募集対象：小学校１年生〜中学３年生
■活動日：毎月第３日曜日
（6/21・7/11-12・9/13・10/18・・・）
■活動時間：9：00〜16：00（変動あり）
■活動場所：赤城育心保育園田んぼ
群馬県片品村戸倉（尾瀬）
赤城キャンプ場
など
■費用：YMCA 入会金（初回のみ）5,000 円
YMCA 会費（年額）3,600 円
活動費（各回） 3,000〜7,000 円

記念すべき最初のコンパスは、赤城キャンプ
へ行ってきました。赤城キャンプが初めてのお
友だちも、何度も来たことのあるお友だちも、
赤城キャンプでポイントハイクやクラフトを
して楽しみました。
コンパスではグループ活動を大切にしてい
ます。お友だちやリ
ー ダーと 一緒に 活
その他詳細についてはお気軽に YMCA までお問い
動することで、「人
合わせください。資料をお送りすることもできます。
とのかかわり」を学
びとります。自然の
中での活動は、新しい発見や自然からの恵みを全身を通して体験するこ
とができます。コンパスでは、これらのことを大切にして活動していま
す。今年度から始まったコンパスが今後、どんな活動をして、子どもたちがどんなふうに成長して
いくのかも楽しみの一つです。６月の活動は、田んぼの田植え体験です。

ナースリー

〜１歳半からの基礎教育〜

ＹＭＣＡナースリークラスは、キリスト教理念に基づいた基礎教育クラスです。一
人ひとりの個性や、興味、関心を大切に指導いたします。年間を通じて様々なプ
ログラムを用意し、お友だちとのかかわりや自然とのふれあいをたくさん体験でき
るようにカリキュラムを設けています。前橋 YMCA が 42 年にわたり伝統的に培っ
てきた理念とプログラムを通して、感謝の気持ち・社会性・自然に対する感性を豊
かにのばし、やさしい心をもつ子どもたちを育てていきたいと願っています。
２００９年もナースリークラスはスタートしました。新しいお友だちもＹＭＣＡに慣れてきて、
毎週月・水・金の午前中は、小さなお友だちでＹＭＣＡがにぎやかになります。お部屋で自由に遊
んだり、近所の公園に遊びに行ったりしま
す。お出かけプログラムもあります。途中
■募集対象：１歳６ヶ月〜２歳児
入園も可能ですので、お気軽にお問合せ下
■活動日：毎週 月・水・金
さい。
■活動時間：10：00〜12：00
（午後のクラスおひさま 12：00〜14：00）
■活動場所：ＹＭＣＡ会館 他
■費用：入園費（入園時） 25,000 円
保育費（月額） 15,750 円
活動費（学期毎） 5,250 円
※おひさまは、別途費用が掛かります。
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。
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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。新たに海浜
キャンプが加わりました。海水浴や磯遊びなどを楽しみます。みなさんの参加をお待ちしています！
キャンプ名
サマースクール①

対象
2 歳児(ナースリークラス)
年少〜年長

サマースクール②

小 1〜小 6

サマースクール③

小 1〜小 6

海浜キャンプ

小１〜中３

ぐるりんキャンプ

年少〜小 2

日程
7/22〜7/24
3 日間 日帰り
7/27〜7/31
5 日間 日帰り
8/18〜21
４日間 日帰り
8/3〜8/6
３泊４日
8/15〜8/18
3 日間 日帰り
※オプションで 17 日〜18 日の 1 泊プ

場所
前橋 YMCA 会館

他

前橋 YMCA 会館

他

前橋 YMCA 会館

他

新潟県少年自然の家

前橋 YMCA 赤城キャンプ他

ログラムにもご参加いただけます。

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
スタディキャンプ

小 1〜小 3
小 3〜中 3
中 1〜高 3

8/14〜8/16
2泊3日
8/14〜8/18
4泊5日
8/11〜8/14
３泊４日

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 17 日（水） 午前 10 時より
一般受付開始：6 月 18 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

200９年度リーダートレーニングがスタートしました！
５月２日〜４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るこ
とを目的とし、同じ志をもつ者同士が集い、リーダー活動をスタートさせる良き機会となりました。前橋ＹＭ
ＣＡの夏は、赤城キャンプが中心です。赤城キャンプでの経験をサマーキャンプに活かしてくれることでし
ょう。
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）

実施日
5 月２日〜5 月４日

理論編

YMCA 理解・YMCA キャンプ理解

6 月 13 日（土）

理論編

子どもの発達課題

７月４日（土）

理論編

キャンプの安全

理論編

ゲーム＆ソングの指導法

理論編

グループ運営の方法とリーダーの役割

「たくさんのサポートありがとうございました！」

7 月上旬
６月２７日（土）
7 月上旬
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赤城キャンプのワークに親子で参加しませんか？
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。子どもたちも出来ると
ころは一緒に手伝い、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ことでしょう。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。
ワークの日程・・・ 7/５(日)
＊小さなお子様がいても気軽にご参加ください。リーダーたちが一緒に
活動いたします。
ログ風の土留め
＊参加を希望される方は、YMCA までお問い合わせください。
＊参加費は特にありません。昼食は鉄板焼きを予定しています。
週末のお父さんパワー
大歓迎です！

前橋 YMCA 新スタッフ紹介

２００９年４月より、前橋ＹＭＣＡのスタッフに加わりました麓治夫（ふもとはるお）と申します。昨年
度東京ＹＭＣＡに入職し、３月まで江東区東雲児童館に勤務をしていました。児童館では、小学生
を中心とした活動を主に担当し、放課後の子どもたちの居場所となるような児童館づくりに努めて
いました。
前橋ＹＭＣＡでは、前橋・高崎サッカークラス、たんぽぽ（幼児日帰りプログラム）、ナースリーク
ラスなどを担当致します。夏に向けて、サマーキャンプやサッカー合宿などの準備も進めて参りま
す。知らないことが多い前橋ＹＭＣＡではありますが、皆様の温かいご支援を受けながら、たくさん
の子どもやリーダーたちの笑顔があふれる前橋ＹＭＣＡを目指して、日々、かんばって参ります。ど
うぞよろしくお願い致します。
前橋ＹＭＣＡ 麓 治夫

YMCA の願い
ＹＭＣＡは、子ども・家族･地域社会を育み、共に支えあう社会作りを目指し、ボランティアによっ
て運営されています。
ＹＭＣＡの活動は、年齢や性別、国籍や民族、また能力の違いや宗教にかかわらず、すべての
人にひらかれています。
ＹＭＣＡでは、活動をとおして、次のことを学びます。
「自分のいのちとみんなのいのちを大切にすること」
「家族、地域のひとりとして責任があること」
「世界と地域を見つめ、考え、行動すること」
「ボランティア精神とリーダーシップを身につけること」
「すこやかな心とからだを育むこと」
ＹＭＣＡでは、これらを実現するために「思いやり」「誠実さ」「責任感」「尊敬心」をすべての場面
で大切にしています。
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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
衣類乾燥機（茜部久美）
ゴミ箱・歌まく（2008 年度卒業リーダー）
●春スキーリーダートレーニング・キャンプサポート
関口次郎 関口正憲 石川勇
●プレキャンプサポート
飯 忍 渡辺雅之 木下亮介 茜部久美
原宜也 肥塚さおり 松原彩 丹野雅章
宮田秀貴 石原妙子 横手美和子 平岩賢
六本木孝雄 久保田美穂 井筒真美 関口正憲

●リーダー養成募金（2/17〜5/31 順不同・敬称略）
杵渕裕子 金古響 道下椋介 佐々木優 木下亮介
廣山里彩 青木敦 冨澤天音・こころ 川尻紗矢人
牛久保尚平・悠人 片貝朔也・ちはや 外山佳乃子
木暮信太郎 林里音 中村祥子
2008 年度ナースリー卒業生一同
春スキーキャンプ参加者（匿名）

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
【新規３月３０日〜5 月３１日】順不同・敬称略
中島きよ 麓治夫
【継続３月３０日〜5 月 2７日】順不同・敬称略
北村晴伸 菰渕恵美子 星野太郎
堀口廣司 大崎譲 木下亮介
塩崎立夫 半田幸弘 杵渕裕子

皆様のお支えに心より感謝いたします。
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YMCA スケジュール・・・（6 月〜9 月）
毎週月曜日
〃 火曜日
〃 木曜日
〃 土曜日
〃 月水金

高崎サッカークラス
オレンジ（火）
前橋サッカークラス
オレンジ（土）
ナースリークラス
（夏休み期間を除く）

6 月 14 日（日）たんぽぽ
6 月 17 日（水）夏季プログラム受付開始
6 月 21 日（日）コンパス
6 月 28 日（日）オレンジ
ファミリーデイキャンプ
7 月 10 日（金）理事・常議員会
7 月 11 日（土）〜12 日（日） コンパス
7 月 12 日（日）たんぽぽ
7 月 18 日（土）サマーキャンプ説明会（海浜）
7 月 26 日（日）サマーキャンプ説明会
（ぐるりん・アドベンチャー）
7 月 19 日（日）〜20 日（月）
とちぎ・前橋 YMCA 交流サッカー
7 月 22 日（水）〜8 月 21 日（金）
前橋 YMCA 夏季プログラム
8 月 8 日（土）〜16 日（日）YMCA 閉館
8 月 28 日（金）赤城キャンプ感謝会
9 月 6 日（土）サマーキャンプ思い出会
9 月 13 日（日）たんぽぽ・コンパス
9 月 17 日（木）理事・常議員会
9 月 26 日（土）〜27 日（日）
オレンジ・赤城 Autumn キャンプ

チャリティーゴルフ開催！！
９月１７日（木）
妙義カントリークラブ
詳細は、後日お知らせ致します。

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。

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.ymcajapan.org/maebashi/

