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     YMCAとキャンプ 
 1920年、六甲山麓で最初のキャンプが行われました。大阪YMCAが少年たちのため
に試みた、松林の中での2週間の簡易天幕生活キャンプで、これが日本における最初
のキャンプとなります。この活動はまたたくまに全国に広がっていき、現在では年間を
通じておよそ22,000人の子どもたちが全国各地でYMCAキャンプを体験しています。
YMCAがこれまで大切にしてきたキャンプには、いつの時代においても可能性と喜び
があり、その経験を通じて多くの人が育ち、変えられてきました。2020年、キャンプ100
年を迎えます。キャンプ第2世紀に向けて、キャンプ体験の素晴らしさを伝え、その価
値と願いを次の100年へ受け継いで行きます。 

 私たち、とちぎYMCAとワイズメンズクラブは、青少年の健全な育成を図るための野外活動のフィールドとなる新たな「国際野
外サイト（案）」を創ります。日光市南小来川２７８の佐藤隆久氏（ワイズメンズクラブメンバー）所有の宅地・山林をとちぎYMCA
が長期に賃借し使用する計画です。日光市南小来川の恵まれた自然を子どもたちや外国人に体感してほしいと願っていま
す。地元のみなさまに受け入れていただきながら、細く長い活動をスタートいたします。 

国際野外サイト（案）実行委員会では今までに現地視察や整備、話し合いなどを行ってまいりました。その会議で名称の候補

を3つにしぼりました。とちぎYMCA会員のみなさまに投票していただき、名称を以下のスケジュールで決定いたします。 

 

                              ①とちぎYMCA Nikko Festa Base Okorogawa 

                     ②とちぎYMCA Nikko グローバル キャンプサイト 

         ③とちぎYMCA Nikko Okorogawa Camp 

 

 

 

 

 

 

補足 

*1922年(大正11年)日本YMCA同盟主催でG..Sパタソン氏及び鈴木栄吉氏によって中学生のための少年キャンプが日光中禅寺湖畔で

行なわれました。これは日本における中学生を対象とした最初の組織キャンプです。 

*ワイズメンズクラブは青少年育成団体である「YMCA」の活動を支援することを第一の目的としています。地域・国際社会に奉仕する国

際的なボランティア団体です。  

 
国際野外サイト（案）実行委員会 

委員長 大久保 知宏 

12月  3日（アドベント1）第1回集計 

12月10日（アドベント2）第2回集計 

12月17日（アドベント3）第3回集計 

12月24日（アドベント4）第4回集計 

各YMCAセンターの窓口に投票用紙と投票箱を設置します。 
またYMCAメールへ送っていただくこともOKです。 
YMCA会員のみなさまからの大切な一票をお待ちしています。 

12月25日（クリスマス）とちぎ

YMCAのホームページにて 

名称発表！ 



報 告 １ 

さ く ら ん ぼ 便 り 

ようとう保育園便り 

 ８月のつばめ組（２歳児クラス）保育室は、涼しげな水族
館になっています。 

 壁に泳ぐのは、色とりどりの魚たち。食後の口拭きタオル
が上手に畳めるようになった子どもたちが、初めての折り
紙に挑戦しました。好きな色を選んで、「おててのアイロン」
と一生懸命に折り目をつけ、目玉の丸シールを貼り、個性
あふれる作品に仕上がりました。 

 フワフワと浮いているのは、排水溝ネットに花紙を詰めた
クラゲです。「クシャクシャッ、ふんわり」のはずが「ギュッ
ギュ～」とお団子になってしまうなど、まだ力加減が難しい
子もいるようでしたが、楽しんで取り組むことが出来まし
た。 

 子どもたちのお気に入りのスペースとなり、「○○ちゃん
のは、これ」「ぼくがつくったの」と嬉しそうに指をさしなが
ら、お話しています。 

 暗くした保育室の床にみんなで寝転び、懐中電灯でクラ
ゲを照らした時は、非日常的な空間にワクワクドキドキ。
歓声を上げたり、じっと見入ったりと、かわいい姿が見られ
ました。                        石田 佳菜 

 

 

   

  

 

アトムクラブ より 

 今年の宿泊保育ではお天気にも恵まれてフルプログラムで行うことができ、子どもたちの元気溢れるパワーを常々感じな
がら元気に行って、無事に帰ってくることができました。 

 当日の朝、受け入れの際に教室で待っていると、楽しみで初めてのことにワクワクした様子や、おうちの方と離れて一晩
過ごすことに不安を感じている表情など、一人ひとりの宿泊保育に対する気持ちがよく伝わってきたのを覚えています。現
地では、暑さに負けず様々なプログラムの中で、真剣な表情やキラキラした笑顔、逞しい表情や微笑ましく可愛い寝顔な
ど、普段の保育では見られない沢山の子どもたちの姿が見られた２日間でした。 

 一人では出来ないことでも、”みんなと一緒ならできた！”が増えたこと、この経験を通して子どもたちの成長を近くで感じ
られたことを、心から嬉しく思っています。 

 これからまた、子どもたちのどんな姿が見られるのかとても楽しみです！笑顔を忘れずに、毎日楽しく子どもたちと一緒に
過ごしていきたいと思います☺ 

 ご協力いただいた保護者の方々をはじめ、施設の方や、全ての方に、感謝申し上げます。ありがとうございました。                                                                                               

                                                                      見目梨紗 

 ８月２６日（土）、夏なのか何な
のか分からないような不安ばか
りの天候が続く中で見事に好天
に恵まれて、アトムクラブの夏祭
りを行いました。 

 土曜保育で来ていた子どもたちは朝からせっせと
流しそうめんの竹を磨いています。スタッフも総出
で急に暑くなった昼下がり、熱中症の恐怖と闘いな
がら準備に余念がありません。 

午後４時。三々五々子どもたち、地域の方々、東
山小学校の野球部の子どもたちが集まってきま
す。決して華美でもないし、豪華なものが用意され
ているわけではないけれど、手作り感のある、自分
たちの出来る範囲で作り上げた”居心地の良い”お
祭りは衰えを知りません。 

夜の帳が下りたころ、７時には無事終了。スタッ
フ、保護者、地域ボランティアの皆さんでヘトヘトに
なりながらも、子どもたちの笑顔のオンパレードに
やり切った感を味わったのでした。 
来場者数約１３０名強！あのスペースによく入りま
した(笑)！                  鷹箸 久泰  



報 告 ２ 

台湾から実習生がきました！ 

フィリピン タラ ナボタス 交流キャンプ 

今まで高い山に登った経験の無い私が日本YMCA海外実習を
通して、日本の世界文化遺産である富士山に登る機会を与えてく
ださりました。順調に登山ができる自信が無かったのと、二年前に
富士山を自分の目で見たときの風景はとても素敵で、水墨画のよう
な魅力があり、とても親近感を感じていたため、登山する前日の夜
は、私はとても緊張し、興奮していました。登山中、登山グループの
仲間同士で互いに励まし合い、士気を高めていきましたが、頂上に
近づいたところで、酸素がとても薄く、私の心拍が上がり、呼吸も上
がってしまいました。私の後ろには内海さんがいつも私を励まして
背中を押してくださり、また下山する時には塩澤総主事が無事に下
山できるようにと手を繋いでくださるなど、自分の身体に異変が出
たとしても、こうして最後までやりきることができました。私は自分で
ここまで成せることができたことにとても達成感と感動を得ることが
できました。これはサルリーダー、塩澤総主事、内海さん、そして
様々な方々の支えと助けがあったからだと思います。またこれが私
の人生での不思議でミラクルな旅の一つとなり、台湾の女性での
忘れがたい経験ができた一番（一級棒；イージーバン）のヒーロー
になることができました！ 

何芯瑩 （シンイン） 

 今年、日本での実習において富士山に登る機会を与えて

くださりました。初めての登山でもあり、肺活量があまり無い

私が日本一高い山である富士山の頂上に登ることが出来

たのは思ってなかったことでした。登り始めた時を思い出す

と、景色や虫や鳥の鳴き声を感じることができ、都市での生

活で騒がしさや浮ついている心が落ち着き始め、自分の呼

吸に合わせて歩き、一歩一歩と頂上へ進んでいきました。

休憩の時、息を大きく吸ってしまったために胸や頭が痛く

なってしまいましたが、ひどくならなかったため、自分の根

気と仲間からの励ましで、最後は富士山の頂上まで登るこ

とができ、頂上まで辿り着いた時の私の気持ちは最高潮で

した。元々私は気管の調子が悪く、空気の薄い山でしばらく

治っていた喘息が再発しないかと心配でいて、最後までや

りきれないのではないかと思っていました。無事に終えるこ

とができ、更には富士山の素敵な景色を自分の目で見るこ

とができたことに涙を流しそうなくらい感動しました。また塩

澤総主事を始め様々な方々が頂上までの道のりで私を励

ましてくださったことに感謝しています。またさるリーダーと

内海さんが下山する際に、疲れているのにも関わらず助け

てくださったのはとても嬉しく、なかなか得難い経験をするこ

とができました。台湾の女性で一番（一級棒；イージーバン）

のヒーローだ！                 洪尉禎 （みそ） 

台湾の南投県にある南開科大学介護福祉専攻の1・2年生が、8月より1カ月

間マイホームきよはらで介護実習をしておりました。とちぎＹＭＣＡでは、南

投ＹＭＣＡとの交流により、スタッフ・学生の受け入れ、また台湾での研修も

行っています。 

今回は2名が富士登山に参加し、感想を頂きました。 

 8月16日～23日までフィリピン ナボタス タラ交流キャン
プが行われました。日本からは、7名の高校生と大学生が
参加し、フィリピンの若者たちと一緒にフィリピンの抱える課
題を見つけたり、自分たちにできることを語り合いました。 
 過酷な環境のもとにいながらも、彼らの力強さ、たくまし
さ、やさしさにふれ、本当の幸せとは何なのかを考えさせら
れるキャンプとなりました。キャンパーの一人は、「友だちが
できただけでなく、フィリピンに家族ができました」と最後を
締めくくりました。こうした友だち、家族の輪が世界に広が
り、平和な社会の一歩になるように願います。 

   サマープログラム 

のべ390名の子どもたちが参加した
2017年度サマープログラム。普段一
緒に過ごすことのない友だちと過ごす

プログラムでは、一分一秒ごとに子ど
もたちの表情や言葉が変わっていきま

す。初めは緊張でガチガチだった表情が、仲間やリー
ダーと過ごす中で笑顔に変わり、その笑顔がまた他の
子を笑顔にしていく。そんな子どもたちの素晴らしい変
化に、尊さを感じずにはいられませんでした。どのプロ
グラムも、子どもたちだけでなく、リーダーやスタッフに
とっても、よき学びと成長の場となりました。 

最後に、お子様をプログ
ラムに送り出して頂きまし
たご家庭の皆さまをはじ
め、関わって頂いたすべ
ての皆さまに感謝いたし
ます。ありがとうございま
した。 

ＹＭＣＡ

サマー 



宇都宮YMCA 宇都宮市松原2-7-42 (TEL) 028-624-2546   宇都宮東YMCA 宇都宮市峰4-21-14 (TEL) 028-661-7451 

足利YMCA   足利市助戸仲町808 (TEL) 0284-41-3431     那須YMCA 那須塩原市西大和町6-2 (TEL) 宇都宮YMCAへ 

＜指定管理＞宇都宮市青少年活動センター・トライ東  宇都宮市今泉町3007 (TEL) 028-663-3155 

さくらんぼ幼稚園 宇都宮市松原2-7-42 (TEL) 028-622-8972  マイホームきよはら 宇都宮市鐺山町1983 (TEL) 028-667-9258 

ようとう保育園 宇都宮市陽東3‐15‐27 (TEL) 028-612-2461 
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028-661-7451 

宇都宮ＹＭＣＡ 

028-624-2546 

宇都宮ＹＭＣＡ 

028-624-2546 

参加者＆ボランティア募集 

Ｙキッズ（2017年10月）参加者募集中！ 

Ｙキッズとは、どなたでも参加できる日帰りプログラムです。 

是非みなさまのご参加をお待ちしております！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日 程：10月15日（日） 

内 容：みんなで野外炊飯にチャレンジ！ 

    （カレーライス作り） 

場 所：鹿沼市自然体験交流センター 

参加費：4,000円（昼食代500円含む） 

 ※年間登録料1,500円（今年度初回者のみ） 

対象：年中児～小6 

申し込み方法：9/12（火）14：00より 

電話（028-661-7451 宇都宮東YMCA内）にて受付開始！ 

受付時間：火～金（祝祭日除く） 14：00～21：00 

（詳しくはとちぎYホームページ野外教育プログラムブログを
ご覧ください） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日にち：2017年9月24日(日) 
時 間：11:00～14:00 

場 所：宇都宮東ＹＭＣＡ 
                         峰4-21-14/TEL:028-624-2546 
*当日は駐車場をご用意できません。公共機関や自転車、
徒歩にてお越しください。 

バザーくじ券 

1枚200円 

はずれクジなし！ 

豪華景品あり！ 
宇都宮東ＹＭＣＡ 

028-661-7451 

楽しい・おいしい 

コーナーが 

いっぱいあるよ！ 

模擬店・イングリッシュ

コーナーなど 

など 

    食品寄付「フードドライブ」 

  ご協力のお願い   
 生活困窮者への支援、また世界の食糧問題を考える機

会に、ご家族で余剰となっている食品を「もう一人のご家族

と分かち合う」という考えで、ご寄附をよろしくお願いしま

す。宇都宮で活動している「フードバンク宇都宮」に、とちぎ

ＹＭＣＡも協力できる支援活動として皆様にお願いをしてい

ます。 

【食品の支援先】児童養護施設、女性シェルター、支援施

設・福祉施設、炊き出しなど 

【募集期間】 

宇都宮ＹＭＣＡ（2017年9月1日～30日）  

宇都宮東ＹＭＣＡ（2017年9月1日～16日） 
★寄付してほしい食品★ 

１．未開封のもの 

２．賞味期限がなるべく1か月以上あるもの 

３．冷蔵や冷凍でないもの 

 例）ギフト食品（お中元など）、穀類（乾麺やインスタントラーメン

など）、保存食品（缶詰、瓶詰、レトルトなど）、米、調味料、お菓

子、清涼飲料水、ふりかけ、お茶漬け、のりなど、酒類は除く 

今回のWorld Travel Kidsは外へお出かけします！ 
みんなで世界一周旅行をしましょう！ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【日 程】10月7日(土)9:30～16:00 
【場 所】東武ワールドスクエア 
      集合/解散：宇都宮東ＹＭＣＡ（峰4-21-14） 
【参加費】6,480円 
【対象/定員】小学1～6年生 20名 
【申込み方法】 電話（028-661-7451 宇都宮YMCA）にて、 
          申込みください。 
【申込み締切】9月29日（金）まで 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
World Travel Kidsは世界をすこしずつのぞきながら、 

国際理解に興味をもとう！というプログラムです。 
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◆英語×保育（2歳～） 
毎週金曜日9:30～12:30 
【場所】トライ東 
 
◆親子クラス（1歳半～） 
毎週火or金曜日10:30～11:30 
【場所】宇都宮東ＹＭＣＡ 

未就園児クラス ◆アフタースクール 
      イングリッシュ 
◆土曜日えいごあそび 
◆幼児から成人英会話クラス 
      秋期生徒募集中！ 

秋期生徒募集中！ 

2学期から楽しく、 

英語にチャレンジ★ 

体験レッスンも随時 

受付中！ 

体験レッスン 

9月22日（金） 

9月29日（金） 

10:00～12:00 


