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盛岡ＹＭＣＡの使命 

 

私たち、盛岡ＹＭＣＡは、イエス・キリストによって示

された生き方に学びつつ、豊かな自然と歴史的伝統に満

ちた岩手の地で、こども、家族、地域とともに公正で平

和な世界の実現を目指します。 

1. こどもたちの個性を大切にし、それぞれの夢や希     

００望、生きる力を育みます。 

2. 家族の絆といのちの大切さを深め合います。 

3. 共に生きるために、異なった文化、多様な価値観と     

００出会う場を提供します。 

 

 お久しぶりです！主にキャンプやアドベンチャー、水泳

教室に参加していた妖怪人間ベムです。ベムと言っても思

い出せない方は、スナフキン、オトコスキー、ヘムヘム、

骨おじさんと言えば思い出してくれるでしょうか・・・？ 

そんな変なあだ名ばかり付けられ約2年前に卒業した僕は

今、福島県いわき市で働いています。いわき市は「東北の

湘南」と呼ばれるほど暖かい土地で、雪が降ることもほと

んどありません。また、方言やなまりも独特で、僕も仕事

中は信じられないくらいなまっています。仕事はひたすら

パソコンと向き合ってカタカタと事務作業をやることが多

いのですが、特に去年は震災復旧のため全国各地からボラ

ンティアさんを受け入れ、ボランティアさんをお手伝いす

る仕事なども行っていました。 

と、元気にやっていますが、やはり今でもＹに行きたくな

ることもあり、前に行ったアドベンチャーを思い出しては

ニヤニヤし、明日もしキャンプだったら…と一人で想像し

てはワクワクします。 

 Ｙのことはよく夢にも出てきます。この前は冬のキャン

プに参加し、なぜか途中子ども全員を残してデートに行く

夢を見ました。 

 デートの夢はともかく、僕以外の卒業したリーダーも、

Ｙを思い出してはワクワク、ドキドキしてるんじゃないか

なぁと思います。そんな魅力的なＹの活動に、みんなどん

どん参加してね！ 

201２年１１月号 第1回 チャンピオンズカップ開催！ 

「妖怪人間は今…」     

尾木 義彰(リーダーOB：ベム)                                     
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初開催！盛岡ＹＭＣＡチャンピオンズカップ 

紅葉も色づきはじめた10月21日(日)。10月アドベンチャー《ひみ

つの○○○やき?!》ということで、外山森林公園に行ってきました。

心配していた天気にも恵まれ、気温こそ少し低かったものの、雨に

悩まされることはありませんでした。 

 ひみつの○○○やきということで、グループ毎に焼いて食べてみ

たいものを買ってから森林公園に向かいました。森林公園に到着し

てからは、芋をくるんで焼いたり、リンゴを丸焼きにしたり、さん

まを焼いているグループもありました。芋はなかなか火が通らな

かったり、チーズはうまくとけなかったり、さんまはどうやって焼

くかがなかなか決まらなかったりして、悪戦苦闘しながらもどうに

か調理は成功しました。さてさて、これを食べてみると…どのグ

ループが作ったものも、自分たちで選び調理したということもあっ

て、とてもおいしく食べることができました。 

 午後からは、アスレチックで遊んだり、木の実を拾ったりしまし

た。アスレチックでは、なかなかゴールできない遊具や、大きな

ジャングルジムにも何回も挑戦してみんなが苦戦しながらも楽しむ

ことができました。 

 外で思い切り遊べるアドベンチャーとしては、今年最後となり少

しさみしくも感じますが、子どもたちもリーダーもたくさん遊ぶこ

とが出来てとてもよかっ

たと感じています。これ

からもアドベンチャーだ

けでなく、楽しい活動が

たくさんあるので、是非

参加してみてください。 
 

文責： 

盛岡大学児童教育学科４年 

齋藤 將樹(王子リーダー) 

１０月アドベンチャー 

…ひみつの○○○焼き… 

 11月4日の日曜日に県営運動公園で第一回盛岡YMCAチャン

ピオンズカップが催されました。土淵・盛南・向中野・松園・

篠木・盛北・本町というYMCAの7つのサッカースクールが一

同に会し、1番を決めようではないか！という大会でした。総

勢109名という過去最高人数の参加で大いに盛り上がり、各ス

クールからの戦士たちが集まって火花を散らしました。 

 得点を決めて喜び、失点をして悔しがり、試合に勝ってチー

ム全員で喜びを分かち合い、試合に負けて涙を流す。そのよう

な感情のこもった熱いプレーをしてくれました。 

この大会では各スクールで積み上げてきたものを全力で表現

し、他のスクールと自分たちの違いを肌で感じられる新鮮な大

会でした。この大会を通して、各スクールの大きな目標がで

き、普段のスクールからその目標に向かって意識高く練習に励

む姿も見られるようになりました。 

これからの選手たちに期待ができるとても楽しい大会でした。 

 来年の第二回大会がとても楽しみです☆ 
 

文責：盛岡大学児童教育学科1年 向平 悟(ジーパンリーダー) 

 10月のサンデースクールは、28日(日)におでってで「ぎょうざ

パーティー」が行われました！！子ども14名、リーダー14名と

予想していた以上にたくさんの参加があり、大盛り上がりのパー

ティーになりました。 

 今回は普通の焼き餃子にとらわれず、ツナやコーンなどのサラ

ダ系餃子やチョコレートや果物、あんこといったスイーツ系餃子

まで、様々な種類の餃子を作りました。みんなが驚くような組み

合わせで個性的な発想ばかり！作る過程も楽しみながらできまし

た。 

 また、自分が作る餃子のことだけでなくお友達の作る餃子のこ

とも考えて、材料を分け合っている場面が多くありました。食べ

ているときには「これ、作った人だれ～？」とか「中身何だろ

う？」といった会話も聞こえ、1つ1つの餃子をドキドキしながら

食べている様子でした。また、積極的に食器洗いや食器拭き、

テーブル拭きをしてくれて、片付けも最後までしっかりできまし

た。 

 今回は人数も多く、今までのサンデースクールとは違った雰囲

気を楽しめたのではな

いでしょうか？ぜひ、

今度はお家でもいろい

ろな食材の入ったオリ

ジナル餃子を作ってみ

てくださいね☆ 
 

文責： 

盛岡大学児童教育学科

１年 嶋崎 恭子 

(ハードルリーダー) 
                       

１０月サンデースクール 

★ぎょうざパーティー★ 



盛岡ＹＭＣＡ宮古ボランティアセンター １１月報告書 
 宮古も紅葉の見ごろが過ぎて11月下旬になり寒さがだんだんと厳しくなってきました。寒さ

そのものは盛岡市ほどではないですが、宮古市内も最低気温が氷点下を記録して、明け方窓ガ

ラスが結露したところが凍りついて仮設住宅の引き戸が開きにくい、凍りついた自動車のフロ

ントガラスを解凍するのに時間がかかり出発が遅れるといった声が聞かれるようになりまし

た。これからも仮設住宅を中心に御用聞きを継続して、ニーズに合わせた活動を展開してまい

ります。 

 さて、ＹＭＣＡ宮古ボランティアセンターでは10月末から11月にかけて、読み聞かせの会に

よる「第２回だいじょうぶキャラバン」や宮古アドベンチャークラブ１１月例会などが行われ

ました。 

 女優の中井貴恵さん代表の「大人と子供のための読み聞かせの会」による、被災地公演「第

２回だいじょうぶキャラバン」は、去る10月17日(土)・18日(日)に宮古市立重茂小学校と山口

小学校で実施されました。今年の4月に山田町立織笠小学校と宮古市立赤前小学校で行われた

「第１回だいじょうぶキャラバン」に続き、2回目になります。 

初日に行われた重茂小学校には、東日本大震災の津波で被災してしまった同地区の鵜磯小学

校と千鶏小学校の2校の校舎が使用できないために、3校が入って授業が行われております。読

み聞かせの当日の午前中は鵜磯小学校の学習発表会にお邪魔し、また午後の読み聞かせ終了時

には、千鶏小学校の群読を聞くことができました。どちらも皆しっかりと声が出ていて、中井

貴恵さんからは高評価をいただきました。 

2日目の山口小学校では、当日のお天気があいにくの雨となってしまいましたが、たくさん

の方にお越しいただきました。 

どちらの日程も、参加された皆さんは心地良い音楽と中井さんの語りに聞き入り、日常を離

れてゆっくりとした時間を過ごすことが出来たのではないかと思います。 

学校行事などでお忙しいにもかかわらず、快く施設を使わせていただいた各小学校の関係者

の方々、当日の実施に際して、ご協力いただいた皆様に感謝し、深く御礼を申し上げます。 

↑ 

絵本ＣＤ販売＆サイン会(宮古市立重茂小) 

↑
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←お昼の楽しいひと時  

○宮古アドベンチャークラブ 
宮古アドベンチャークラブの11月例会は、雫石の小岩井農場に出かけ

ました。 

朝、宮古駅での集合時が土砂降りの雨でしたが、現地につくとお天気は回

復して青空が出てきました。 

 今回は、４月の高松公園でのアドベンチャーに続いてミスターＹが久し

ぶりに登場して指令が出されました。小岩井の大自然の中で、グループの

みんなで協力して知恵を出し合って、問題を解決することを学びました。

また小岩井農場まきば園には、今では児童公園で殆ど見かけなくなったブ

ランコやシーソーなどの遊具があり、子どもたちは思う存分遊ぶことがで

きました。今月も遊びの場が限られていてストレスを抱えている子どもた

ちにとって、とても有意義な心のケアの活動になったのではと思います。 

 次回は１２月例会でクリスマス会が行われますが、１月には２泊３日で

田沢湖スキー場にてスキーキャンプを実施いたします。 

今回もたくさんの子どもたちの笑顔に出会えることを願っています。 
  

宮古ボランティアセンター長 大谷 

↑ 読み聞かせのスタートです。 

      (宮古市立重茂小)  

↑  
シーソーです。昔懐かしい遊具が

ここにはあります。 

宮古での活動実績(１０月末日のべ人数)  

☆受益者数    ４１,２７６人 

☆ボランティア数 １５,９５７人 

 →  
元ＳＬホテルに指令の答えが

ありそうです。 
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  11月4日(日)に行わ

れた第1回盛岡ＹＭ

ＣA チャンピオンズ

カップで、見事Ｂグ

ループの頂点に立っ

た｢松園＆盛北混合

チーム｣！！ 
普段のスクールは

違っても本気で優勝

を狙って結束した力

は凄まじい!!!!! 

こぼれ種２３ 

「小さな募金活動がもたらす大きな実り」 
          

        日本基督教団内丸教会牧師(元日本YMCA同盟 主事) 

                                              中原 真澄 
 

 

 

 昨年は東日本大震災があったために行われませんでしたが，今年

11月はいつも通りに「YMCA国際協力募金」が行われました。小学

生から熟年に至る老若男女が街頭で呼び掛け，遠い国々の子ども達，あるいは時々の災害

や戦さに苦しむ人々に支援を届けるために募金をお願いする･･･YMCAがある町々ではお

馴染みの風景です。 

遠い国の，顔も名前も知らない人たちを覚えてお金や品々を送る･･･こうした運動は，

YMCAが生まれて直ぐに始まりました。災害は勿論，戦争でも，敵・味方を問わず支援の

手を延べることが当たり前に行われ，赤十字等の専門組織を生みながら，ずっと続いてき

ました。日本でも1923年関東大震災の際，関西のYMCAと東京・横浜のYMCAが連携，

今でいうボランティアによる支援活動が広く行われたことはよく知られた歴史です。 

YMCAがイギリスのロンドンで1844年に生まれ，11年後には世界のYMCAを繋ぐ組織

が作られ，その25年後には日本にもYMCAが誕生しました。国境や人種，宗教を越えて青

少年に仕えた多くの人たちの思いと祈りの結実でした。  

半日，街頭に立って呼び掛けて得る額･･･それは，全世界で必要とする支援からするな

らば，取るに足りないものかも知れません。けれども，子ども達がこうした体験を通し，

自分が世界の人々と繫がりながら生きていることを実感することは，世界へと目を向けて

いくために貴重なキッカケとなることは確かなことです。それはやがて，「支援」に止ま

らず，「共に生きる」世界へ目を向けつつ，自分を振り返る大切な眼差しを育てていくに

違いありません。結ばれる実は，その日一日の募金額では測れない，遥かに大きく，広い

実りなのです。 

 

 主よ，あなたの慈しみは天に／あなたの真実は大空に満ちている。／恵みの御業は神

の山々のよう／あなたの裁きは大いなる深淵。／主よ，あなたは人をも，獣をも救われ

る。（詩３６篇６～７節） 

 

☆12月8日(土) 15時～17時 

 キッズクリスマス 

         (於：内丸教会) 
 

☆12月26日(水)～29日(土) 

 エンジョイスキーキャンプ 

   (於：八幡平リゾートスキー場) 
 

☆12月27日(木)～29日(土)   

 ジュニアスキーキャンプ  

   (於：八幡平リゾートスキー場) 
 

☆12月30日(日)～1月3日（木） 

   盛岡YMCA 休館日 
 

 
 

 

☆1月7日(月)～10日(木) 

 サッカー合宿 

    (於：岩木スポーツセンター) 
 

☆1月12日(土)～14日(月・祝) 

 宮古フレンドシップキャンプ 

  (於：秋田県田沢湖スキー場) 
 

☆1月20日(日)   

 1月アドベンチャー 

    「日帰りスキー①」 

 （於：八幡平リゾートスキー場） 
 

☆1月27日(日) 

 1月アドベンチャー 

    ｢日帰りスキー②｣ 

   (於：八幡平リゾートスキー場） 

１月の予定 

 こんにちは！今回はモスラこと盛岡大学児童教育学科1年の杉村 玲奈（すぎむ

ら れな）がリーダー紹介を担当します！ 

 今回紹介するのは、「ハードルリーダー」こと盛岡大学児童教育学科1年の嶋

崎 恭子（しまざき きょうこ）リーダーです☆リーダー名の由来は、なーんと

言っても彼女が陸上ハードル競技の元国体選手だから！秋田県で数々の優勝経験

を持つアスリートなのですっ！なので、ハードルリーダーと鬼ごっこをしてもす

ぐ捕まりますよ~！要注意！ 

しかし、普段はとっても穏やかで皆を優しく包み込むような雰囲気を持っているハードルリー

ダー。とても温和でたいていのことは何をしても怒らない(かも!?)だから皆でいっぱいイジっちゃ

お―！特にこちょがしには弱いのでどんどん攻めてみて！ 

ところが！そんな彼女には「火の神」という別名が…。火の神となると温和な

彼女が一変！どのような姿になるか気になる人は、ぜひハードルリーダーにお願いして見せてもらってね♪ 

最後に、ハードルリーダーの笑顔はどんな人にも優しく、いつも周りのことを考えて励ましてくれています。

彼女のスマイルは天下逸品～☆ 

 私は今すぐにでもハードルリーダーに会いたくなっちゃった!そんな素敵なハードルに皆

も会いたくなったかな？以上、ハードルリーダーの紹介でした(*^_^*) 

 モスラのようにいっぱい食べて、ハードルのようにたくさん運動して、皆さんこの季節

をたのしんでください☆     

☆ リーダー紹介☆ その⑥  

私がハードルを 

紹介します!! 

１２月の予定 

～
表
紙
の
写
真
よ
り
～ 

わたしがハードルよ♪ 

  

 11月24日(土)、盛岡ＹＭＣ

Ａスタッフのひげたまごと元

ボランティアリーダーのビー

チの結婚式が行われました！ 

いつまでもお幸せに❤ 

☆祝☆ 
盛岡ＹＭＣＡスタッフ 

伊藤 眞太郎(ひげたまご) 

     愛美 (ビーチ) 

♡HAPPY  WEDDING


