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Global citizen

1964 年東京オリンピック開催の年に 3 名の大学生リーダー
と 11 名の高校生が揃いのブレザーを着てロサンゼルスに旅
立ちました。今から約 50 年も前に行われた「第 1 回名古屋
YMCA 高校生ロサンゼルスセミナー」です。海外旅行が一般
的でなく、1 ドル 360 円の固定相場制の時代に何とお洒落なこ
とでしょうか。同年「ソウル YMCA 高校生名古屋セミナー」
も開催され、その後 1986 年 10 月 27 日ソウル YMCA と名古
屋 YMCA はパートナーとしての締結式をソウルで行いまし
た。その交流は今も続いています。1988 年日中青年友好ホー
ルの建設を通して、中国・南京との交流が始まり、1999 年 5
1964 年

月パートナーとして締結式が行われました。1976 年 8 月 17 日

第 1 回ロサンゼルスセミナー

フィリピン・ミンダナオ島コトバト市に震度 8.5 の大地震が起

でなく共同体験を通して文化や習慣・言葉の違いを知り、学び

こり、その復興のためのワークキャンプが 1977 年に始まりま

合う事が大切であると考えています。一緒にあそび・ふれあい・

した。時代と共に交流の形は変化を遂げながら、これらの国の

感じることで、こどもたちが「違いを認める」ことの大切さに

人々は今も私たちの大切な友人です。昨今、隣人であるはずの

気づいてくれることを願っています。

アジアの国々との関係が問題となっていますが、
「あなたの隣

名古屋 YMCA では 2014 年度に向かって、海外とのネット

人をあなた自身のように愛せよ」
（ルカ 10-27）と聖書に示され

ワークを生かした交流プログラムを計画中です。中高生・シニ

ている言葉を、今こそ実践すべき時ではないでしょうか。

アの方のロサンゼルス交流キャンプ、ソウルとの青年交流キャ

今年の 10 月より、フィリピン生まれシアトル育ちの青年
Juan Carlos Ballesteros Coquinco(Jordan）が私たちの仲間と

ンプ、フィリピンワークキャンプと私たちの大切な友人との関
係は、世代を受け渡しながら引き継がれていきます。
（名古屋 YMCA 総主事

なりました。英語の先生ですが、語学として英語を教えるだけ

Jordan's Introduction
Hello, my name is Jordan Coquincoand I'm from Seattle,
Washington, in the USA. I'm very excited to be an English
instructor at the Nagoya YMCA because I love working
with children. I worked as a Sunday school teacher and
also a camp counselor at my church in Seattle for over
six years. In addition, I was the Activities Coordinator
for the language institute near my university for two years. Every day, I feel
honored and privileged to be a role model for young people. I hope to gain
many new experiences here in Japan and I look forward to what the future
holds with great optimism.
My dream and vision for the English program here at the YMCA is to teach
children how to communicate confidently and proficiently in English. I don't
want the children to feel like they are only studying English because it's
required of them; I want children to have a strong curiosity and desire to learn
English on their own because they can see how useful, important, and fun it is
to learn. My goal is to make every English lesson I teach to be fun, exciting, and
interesting, as well as very educational. My focus will be to improve each child's
listening and speaking skills, which are the most important and widely used
skills in everyday communication, as well as introduce reading and writing. My
dream is to have English classes where the students are the center, and their
learning relates to their daily life. I want English to be an emotional and useful
skill that each child will have for the rest of their lives. After learning English,
the world will be open to them.
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＜大意＞
こんにちは。私の名前はジョーダンといいます。アメリカワシントン
州シアトル市から来ました。私は子どもたちといっしょに活動すること
が好きなので、名古屋 YMCA で英語を教えることにとてもワクワクし
ています。私はシアトルで 6 年間、教会の日曜学校の教師とキャンプカ
ウンセラーとして奉仕しました。加えて、2 年間大学の近くの語学学校
でコーディネーターもしていました。私は常に、若い人たちの手本とな
ることに誇りを持っています。日本ではいろいろな新しいことを経験し
たいと願っていますし、希望にあふれた未来が来るようにと希望してい
ます。
名古屋 YMCA で英語を教えるにあたっての私の願いは、子どもたち
が自信を持ってコミュニケーションができるようにしてあげることです。
英語を学ばされていると思うのではなく、自ら強い興味と関心をもって
英語を学んでほしいのです。英語を身につけることがいかに役立ち、重
要で、楽しいものであるかを知ってほしいのです。私の目標は、あらゆ
る授業が教育的であると同時に、楽しく、ワクワクするものであるよう
にすることです。書くことや読むことと同様に、最もコミュニケーショ
ンの上で有効な “聞くこと” と “話すこと” の力を伸ばしていこうと考
えています。私の夢は、彼らをレッスンの中心に置き、日常の生活と英
語とが密接につながったものにすることです。英語が、かれらの生涯を
通じて役に立つものであるようにしたいと思っています。英語を学ぶこ
とで、さらに広い世界が彼らを待っています。
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YMCAかみさわ保育園・
神沢YMCA 開設します！

今年もイエス・キリス

2014 年４月に緑区神沢に名古屋 YMCA の保育園が開設されま

トのご降誕を祝う季節が

す。名称は『YMCA かみさわ保育園』です。０歳児（６ヶ月）～

近づいてきました。名古

５歳児までを対象とした 60 名定員の保育園です。一人ひとりに大

屋 YMCA では、この喜び

切に関わる保育を行い、こどものこころ（Sprit）知性（Mind）か

を多くの市民の皆さんと

らだ（Body）をバランスよく育みます。

分 か ち 合 う た め に、2002

また新しくブランチとして『神沢ＹＭＣＡ』も同じ施設に併設

年から JR セントラルタワーズ・ガーデンを会場として、クリスマ

されます。１．
２階に保育園、３階にＹＭＣＡの施設が入ります。

スキャロルを開催しています。公募で集まった百数十人の聖歌隊

これから新しいＹＭＣＡの仲間となる『ＹＭＣＡかみさわ保育園』

がサンタの衣装をまとい、5 曲の合唱を披露した後、おなじみのク

＆『神沢ＹＭＣＡ』をどうぞよろしくお願いいたします。

リスマスソングを聴衆の皆さんと一緒に歌います。今年はぜひ一

※ 保育園に関するお問い合わせは、

緒に歌いませんか。
日

名古屋 YMCA 法人本部（052-932-3366）までお願いいたします。

時：2013 年 12 月 23 日（祝・月）
① 18：00 ～ 18：30

場

クリスマス献金のお願い

② 19：00 ～ 19：30

所：名古屋駅 JR セントラルタワーズ・ガーデン

クリスマスの喜びを多く
の人と分かちあいたい、そん

タスポニー国際交流大会出場
選手 名古屋YMCAに来館

な願いを込めて今年もクリス
マス献金を募ります。今年はこの献金か
ら「日本 YMCA 国際協力募金」を拠出し、

タスポニーという競技をご

世界各地で苦しい生活を強いられている

存知ですか？今から約 30 年前

人々のために捧げます。従来秋に実施し

に 名 古 屋 YMCA で 生 ま れ た

てきた国際協力募金を含めてご協力いた

ニュースポーツで、東海地方を

だければ幸いです。

中心に競技人口も増え、
「ぎふ

また、例年通り、平和の願いとクリスマスの喜びを伝える名古屋

清流国体」ではデモンストレー

YMCA の行事である「クリスマスカード

ション競技にもなりました。

コンテスト」と「クリスマスキャロル」

また、アジアの国々でも親しまれ、毎年国際交流大会が開催され

の実施のためにも用いさせていただきま

ています。今年は静岡県清水市で 9 月 15 日に開催されました。そ

す。近々にお願いのご案内をいたします

れに先駆け、去る 9 月 13 日（金）
、各国参加者のうちフィリピン

ので、よろしくお願いいたします。

とインドネシアからの参加者約 30 名が名古屋 YMCA を訪問して、
交流のひと時を持ちました。
タスポニーはスポンジボールを手のひらで打ち合う競技で、老若

実施期間

2013 年 11 月中旬～ 2014 年 1 月中旬

趣

１．
「日本 YMCA 国際協力募金」のために

旨

男女だれもが手軽に楽しめるスポーツです。興味のある方は名古屋

２．
「第 37 回平和の使者名古屋 YMCA クリスマスカー

YMCA または日本タスポニー協会事務局（tasponyjapan@yahoo.

ドコンテスト」のために

co.jp）にお問い合わせを。

３．
「第 11 回クリスマスキャロル in JR セントラルタ
ワーズ」のために

世界 YMCA/YWCA 合同祈祷週
毎年 11 月の第 2 週は、世界中の YMCA と YWCA が共通のテーマに沿って祈りを合わせる時としています。今年
のテーマは「神の求める変革となる」で、各地で集会や祈祷会がもたれます。
名古屋では 11 月 9 日（土）13：30 から約 2 時間、礼拝と講演会そして交流が名古屋 YMCA で行なわれます。どな
たでも参加できますのでどうぞお越しください。

維持会員・ボランティア会員としてのお支えを心より
感謝申し上げます。
2013 年 9 月 16 日〜 10 月 15 日

維持会員

〔継続〕
井上 剛志
加藤
宏
橋爪 良和
早川 匡彦

小尾 雅彦
加藤田鶴子
橋爪 圭子
鈴木 康弘

ボランティア会員

〔新入〕中根
〔継続〕伊藤
中村

風美
智香
仁希

小尾
牛田
髙橋
鈴木

鳥生 莉緒
小林真奈美

昌代
欣也
榮一
節子

山岸 節子
林 左希也
深谷 朗子

中立 勇一
黒崎美穂子

（敬称略）

ワイズコーナー 11 月例会の予定
名古屋

11 月 12 日（火） 名古屋 YMCA「フラを通して学ぶアロハスピリット」－ハワイとフラの歴史－
宝塚ワイズメンズクラブ会長 石田 由美子 氏
18:30 〜 20:30

名古屋東海

卓話「酵素と玄米」
11 月 14 日（木）
ラ・スース 講師 谷口敦子氏 （株）玄米酵素 管理栄養士
18:45 〜 20:45

名古屋南山

卓話 「名古屋ＹＭＣＡの現状と将来展望」
11 月 14 日（木）
南山 YMCA
名古屋 YMCA 総主事 中村 隆 氏
19:00 〜 21:00

名古屋プラザ

卓話 我が国の少子高齢化社会－和魂洋才から和魂和才で－
11 月 14 日
（木）
名古屋 YMCA
講師：伊藤 晏義 氏 元名古屋市役所職員
18:30 〜

（土）
名古屋グランパス 11 月 9 日
〜 10 日
（日）

京都市

京都東稜クラブとの合同例会

名古屋YMCA使命
CARING
HONESTY
「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
RESPONSIBILITY 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
RESPECT
実現を目指します。」

お問い合わせ
名古屋YMCA
南山ファミリーYMCA
南山幼稚園
http://www.ngoymca.com/

名古屋YMCA

早天祈祷会
日時
11 月 1 日
（金）
7:45 ～ 8:30
場所
名古屋 YMCA
奨励
西村 清氏
（本会名誉理事）

＊どなたでもご
参加いただけ
ます。
052-932-3366
052-831-6968
052-831-8271

