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本

清

則

秋は運動会の季節です。とりわけＹＭＣＡの幼稚園・保育園の運動会は、子どもたちにとって

特別な意味を持っているものだと思います。
1．体験でまなぶ

運動会ではいろいろな種目が行われますが、その一つ一つが「協調」
「協力」
「助け合い」
「支援」

の体験の場になっています。ダンスやパラバルーンでは、仲間と息を合わせて演技を創っていき
ますし、リレー競技では、仲間から仲間へとバトンをつなぐことでチームが一つになっているこ
とを実感します。そして、がんばって走るお友だちを声の限りに応援します。こういう体験を通
して、子どもたちは一回り大きく成長していきます。
2．成長をよろこぶ

幼稚園・保育園の運動会は、子どもだけのものではありません。それを見守る保護者の方々は、

演技や競技に取り組むわが子や孫を見て「こんなことができるようになったんだ」「こんなに真

剣な表情は初めて見た」と、子どもたちの成長を目の当たりにして感激を味わう時でもあります。
幼児時代の運動会は、子どもの笑顔と保護者の感動の涙が詰まった空間と時間なのです。
3．絆ができる

運動会を経て、子どもたちはいっそう強い絆で繋がります。そしてそれが、その後に行われる

収穫感謝礼拝、アドベント、クリスマスへと向かうとても重要なターニングポイントになること
を毎年実感しています。

それまではただ同じ部屋にいるお友だちだったのが ‘同級生’ へと変わっていくのです。

4．ひとりがよくなると世界はきっと変わる

運動会は、仲間が ‘みつかる’ 仲間と ‘つながる’、そして一人ひとりが ･･ クラスが ･･ 園が

･･ ‘よくなっていく’ 機会です。
起
ぶどうの木


「最も大切なこと」

この輪がさらに拡がって、名古屋の街が、アジアの人々が、世界の国々が ‘よくなっていく’

南山教会 伝道師

点となるのが、ＹＭＣＡの幼稚園・保育園の運動会なのだと思っています。
本間 優太

彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進み出、イエスが立派にお答えになった
のを見て、尋ねた。
「あらゆる掟のうちで、どれが第一でしょうか。」イエスはお答
えになった。「第一の掟は、これである。『イスラエルよ、聞け、わたしたちの神で
ある主は、唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽く
して、あなたの神である主を愛しなさい。』第二の掟は、これである。『隣人を自分
のように愛しなさい。』この二つにまさる掟はほかにない。」
マルコによる福音書 12 章 28 節〜 31 節

私が初めてキリスト教に出会ったのは、東京でフリーターをしてい

た 24 歳の時でした。大学を辞め音楽で食べていくことを夢見ていたの
ですが、それが叶わずこれからどうしようかと考えている時、偶然出く
わしたクリスチャンが手を差し伸べてくれたのです。私が小学６年生の
時にオウム真理教による事件が起きたので宗教全般に対してよいイメー
ジは持っておりませんでしたが、そのことがきっかけとなりキリスト教
に興味を持つようになっていったのです。もっと神様について知りたい
と思い、同志社大学の神学部に入ってからは聖書を読み、教会にも行く
年間聖句

「愛はすべてを完成させるきずなです」

（コロサイの信徒への手紙 3 章 14 節）

名古屋YMCA使命

ようになりました。そのような中で、京都のある教会の牧師に次のよう

な一言を言われました。
「人を通してでしか、神を知ることはできませ

ん」。この言葉がその後の私の歩みを決めていくきっかけとなりました。
聖書を読むなら、イエス・キリストも神を愛することと隣人を愛するこ
との二つのことを最も大切にされていたことが分かります。それはどち
らか一方が他方より大切であるということではなく、神を愛することと
隣人を愛することが同じ重みを持って同時に存在することが重要なのだ
と思います。どちらか一方に偏ると信仰のバランスが崩れてしまうので
しょう。ですから、私たちはどちらに偏ってもいけないのです。それは
丁度、シーソーの真ん中にうまく立たなければバランスを崩して転倒し
てしまうようなものなのです。そして、隣人とはイエスが「よきサマリ
ア人」のたとえで示しているように、私たちが出会う全ての人のことを
指しています。ですから、YMCA、教会を越え、全ての場所で私たちの

近くにいる人たちを通して神が働かれることを今一度心に留めたいと思
います。神様への愛と隣人への愛、このつながりが保たれている時、そ
こには健全な信仰が存在しているからです。

「名古屋YMCAは、キリスト教精神に基づき、すべての
人びとに、生涯にわたる学習の場と、社会参加の機会
を提供し、相互の交わりと連帯を通して、共に生きる
世界の実現を目指します。」

お問い合わせ   http://www.ngoymca.com/

名古屋YMCA
YMCAこひつじ保育室
南山ファミリーYMCA
南山幼稚園
神沢ファミリーYMCA
YMCAかみさわ保育園

052-757-3331
052-757-5530
052-831-6968
052-831-8271
052-879-6300
052-879-6222
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名古屋
YMCA
大会

祈

幼稚園運動会の前日のことです。いつも

り

朝礼の最後に先生方が順番にお祈りをする

のですが、担当の先生がこんな風にお祈り

し て く だ さ い ま し た。
「 子 ど も た ち、 そ し

て保護者の方々は運動会をとても楽しみに

今年 4 回目を迎えた名古屋 YMCA 大会は 10 月 1 日（日）にルブラ王山で開催されま

した。大会当日の 10 月 1 日は日本の YMCA が一丸となって新しいブランドロゴ・スロー

ガンを広く社会に表出する日となっており、大会実行委員会では名古屋 YMCA 大会で多
くの方と新しい YMCA の始まりを分かち合いたい、という思いから大会のテーマを “は
すること、その表現を保護者の方がしっか

りと見守る事。雨天で場所は変わりました

が、神様はしっかりと願いをかなえてくだ

さいました。
」

私たちは自分の都合だけを考えて祈る

（願う）ことが多くあります。そして祈り

（願い）はかなわないと嘆きます。運動会

の前日に、一生懸命準備し一番晴れること

を願っていたはずの先生の真摯な祈りは、

しています。明日は雨が心配されています。 最高の結果となってかなえられました。少

所取りではなく、譲り合う気持ちをも育み、

0歳から年長児まで、それぞれの成長を身

隆）

近に感じることができました。改めて、す

中村

晴れても雨でも神様の御心に従いますので、 し狭いホールで行った保育園の運動会は場

しっかりと準備ができますようにお守りく

ださい。
」

保育園の運動会は雨天のためホールで実

（名古屋YMCA総主事

施いたしました。閉会の挨拶で園長先生は、 べての出来事に感謝します。

次 の よ う に 語 ら れ ま し た。
「運動会での願

いは子どもたちが元気に練習の成果を発揮

第４回

クリスマスキャロル in JR セントラルタワーズ 2017

クリスマスの喜びを分かち合う

じまりの時をともに” と題して開催いたしました。

大会では中村隆総主事より、日本 YMCA 同盟を中心に日本全国でブランディングを進

めてきた経緯とその取り組み・今後の名古屋 YMCA について講演いただき、新しいブラ
ンドロゴとスローガンの発表も行われました。講演後には、大会参加者全員で新しいロ

ゴのデザインされた真っ白な T シャツを着用し、笑顔の記念撮影を行いました。その
他大会では、永年会員感謝表彰・ユースボランティア認証式、長年に渡り YMCA 活動に
ご尽力いただいた団体や個人を表彰する特別表彰、学童キャンプ報告、リーダーによる
活動報告などが行われました。大会後の交流会では、会員・リーダー・ワイズメン・職
員が世代や立場を越えて、楽しく交流する時を持つことができました。“はじまりの時”
を多くの参加者の方と共有する大会となりました。

永年会員感謝表彰者（敬称略）
10 年感謝
20 年感謝

JR セントラルタワーズ様ご協力のもと、今年で 15 回目となる
サンタ姿の聖歌隊による合唱でクリスマスの雰囲気を味わい、

40 年感謝

『クリスマスキャロル』を開催いたします。

聴衆の皆様と一緒に歌うことで、クリスマスの喜びを分かち合い
たいと思います。

「きよしこの夜」や「神の御子はこよいしも」などの賛美歌だ

けでなく、
「サンタが町にやってくる」
、
「赤鼻のトナカイ」
、
「ジ
ングルベル」など、馴染みのあるクリスマスソングメドレーも歌
います。また、金城学院大学 OG 管弦楽とのコラボステージも予

定しています。夜空に煌く星のもと、心をひとつにしてクリスマ
スをお祝いしましょう。

キャロリングにご興味のある方はどなたでもご参加いただけま

す。11 月 17 日（金）までに名古屋 YMCA までご応募ください。
程：2017 年 12 月 23 日（土・祝）

時

間：18 時 00 分～ 18 時 45 分

場

所：名古屋駅 JR セントラルタワーズ・ガーデン

参加費：1,500 円 参加費は運営費に充てさせていただきます。
お問い合わせ：公益財団法人 名古屋 YMCA（052）757-3331
担当：藤本・小野木

維持会員（継続）


鈴木賢治
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2017 年 8 月 1 日～ 9 月 30 日
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後藤・鈴木法律事務所

ワイズコーナー 11 月例会の予定

1 1 月1 4 日（火）19:00

名古屋南山 1 1 月3日（祝）10:00

名古屋東海 1 1 月9日（木）18:45

名古屋ワイズ 70 年の歴史
を語る例会

フェローシップ in 南山

名古屋 YMCA

南山ワイズ農園

「健康と人生の賃借対照表」
ラ・スース ANN
講師：田中 保男氏

名古屋グランパス 11月11日（土）12日（日） 東稜クラブ合同例会

早天祈祷会

勝
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特別表彰者（敬称略）
岡谷鋼機株式会社

1951 年より名古屋 YMCA の賛助会員として多大なるご支援を賜っております。

名古屋ワイズメンズクラブ

クラブ創立 70 周年を迎えられ、
長きにわたり名古屋 YMCA をご支援いただいております。

東海ワイズメンズクラブ

クラブ創立 30 周年を迎えられ、
長きにわたり名古屋 YMCA をご支援いただいております。

柴田

勝義

30 年にわたり名古屋 YMCA の会員として、また特にチャリティーランにおいては毎
年多くの協賛賞品のご提供など、多大なるご支援とご協力を賜っております。

第 41 回 平和の使者 クリスマスカードコンテスト

カードに願いを込めて平和を考える

平和の使者クリスマスカードコンテストも今年で 41 回目を迎えることになりました。

多くの方々に支えられ、今年もこうして無事に迎えられることを心より感謝いたします。
このコンテストでは、平和への願いを込めたクリスマスカード作りを通して、世界の平
和と人々の幸せについて考えます。クリスマスに対して抱いているイメージがさらに明
確に、鮮明になることをこのコンテストに期待しています。毎年ご参加していただいて
いる方も、今回が初参加になる方も、クリスマスと平和に願いを込めて素敵なカード作
りをしていただければ幸いです。

また、特選・入選作品は栄セントラルパーク内市民ギャラリーにて展示され、より多

くの方々にご鑑賞いただきます。皆様のクリスマスカードに込めた想いが、作品に目を
留めたたくさんの人の元に届くことを願っています。今年度も「平和の使者
スカードコンテスト」へのご参加をよろしくお願いいたします。
応募作品締切：11 月 22 日（水）

お問い合わせ：公益財団法人名古屋 YMCA （052）757-3331

クリスマ

