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もし一つの肢体が悩めば、ほかの肢体
もみな共に悩み、一つの肢体が尊ばれる
と、ほかの肢体もみな共に喜ぶ。
コリントの信徒への手紙Ⅰ12章26節
姫路ＹＭＣＡ念願の、東保会館の開所
式が4月17日(日)に行われ、遠くや近く
のＹＭＣＡからお祝いに駆けつけてくだ
さいました。しかし、前日の16日未明に
熊本地方に2回目の大きな地震が起こりた
いへんな状況になっていると朝のニュー
スで報道されました。日本ＹＭＣＡ同盟
から連絡があり、参加の予定でありまし
た横山由利亜氏もその対応で急きょ参加
できなくなったとのこと。すぐに関係者
と開所式をどうするか相談したところ、
こういう状況ではあるが、震災で困難な
状況にある人々や現地の熊本ＹＭＣＡの
働きを覚えながら開催することになりま
した。

ＹＭＣＡ東保会館の開所も、冒頭の
聖句にもあるように、全国のＹＭＣＡの
連帯の中で実現されました。3月号にも
記載しましたが、姫路ＹＭＣＡが困難な
状況にあった時に、全国のＹＭＣＡ、特
に神戸ＹＭＣＡ、ＹＭＣＡせとうち(岡
山)からスタッフを派遣していただくな
どの協力によって太子町における学童保
育が実現し、東保会館の開所に至りまし
たことは本当に感謝です。

基地を作ろう～
YMCAアフタースクールが始まって約3週間が過ぎました。小学１年生の多い15名
の子ども達。学童保育の生活にも慣れ、親しくなり、一人ひとりの日課を過ごせるよ
うになっています。
学童にて宿題をする子、多種多様なレゴ（※1）のパーツ
でスパイダーマンや怪獣を作る子、カプラ（※2）を大量
に使い姫路城を作る子などなど。
時にはおやつ作りにも挑戦します。エビせん玉子、ホッ
トプレートの上に玉子を割り、エビせんを重ねるだけの簡
単なおやつですが、自分で作り自分でいただきます。
子ども達の一番の楽しみは、太子キャンプ場（※3）での探検。帽子・長袖シャ
ツ・長ズボンで身を守り、木立の中を探検しま
す。先週は、山の中腹に少し広い所を見つけ、基
地作りを始めました。近くの小枝を集めたりメイ
ンホールに戻り縄を探したり、木立の中を歩き回
り、時の立つのを忘れていました。
グループの中で、自然の中で子どもたちは様々
な体験をし、育っ
ています。
定員まで少し余
裕があります。見学大歓迎です。是非お越しくださ
い。また、夏休み期間だけの登録も可能です。お問い
合わせください。

※1）レゴですが、今の学童保育室には、タイヤ・窓・ヘルメットなど多種多様な
パーツが揃っています。
※2）カプラ・フランス生まれの板状の木製ブロック（厚さ1㎝・幅3㎝・長さ15㎝）
※3）東保から車で約10分、原白毛山に位置しています。

当日は心配していた天気も良くなり37名
の方々に参加していただき開所を祝う会と
なりました。
開所式の奨励を尾上聖愛教会太子枝教会
の坂原健司主事にしていただきました。坂
原氏は、少年時代姫路ＹＭＣＡのメンバー
であり、その時の大学生のリーダーが本気
で接していただいたことに現在の自分があ
ると語られ、東保会館における学童保育の
活動が神様に祝福され、コミュニティの中
で意味ある活動となるように祈ってくださ
いました。礼拝の中で熊本の震災のことを
覚え、みんなで献金を行い、日本ＹＭＣＡ
同盟を通して現地に捧げられました。
懇親会は会館の隣のＰＡＰＡ’S &
MAMA’Sで和やかに行われました。今回
はご協力をいただいています神戸ＹＭＣ
Ａ、ＹＭＣＡせとうちの方も多く参加され
ＹＭＣＡの繋がりを強く感じた次第です。
熊本も含めＹＭＣＡの働きをお祈りくだ
さい。

5月の予定
1日(日) 里山クラブ(親子野外活
動)ピザ作りにﾁｬﾚﾝｼﾞ！
5月 3日(火)～4日(水) 太子ワーク
5月 6日(金) 新入リーダー説明会
姫路Ｇワイズ事務会
5月 7日(土) 理事会
姫路Ｇワイズ 太子特別例会
5月11日(水) 常議員会
5月13日(金) リーダーミーティング
5月14日(土） 姫路Ｇワイズこころ広畑
5月18日(月) 新入リーダー説明会
5月20日(金) リーダーミーティング
姫路ワイズ例会
5月21日(土) 太子デイキャンプ説明会
5月22日(日) 野外定例５月活動
5月23日(月) アフタースクール運営会議
5月25日(水) 姫路ワイズ役員会
5月27日(金) 姫路ＹＭＣＡ総会
5月30日(月) アフタースクール
全日ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(運動会振替）
5月

＊只今大学生のリーダーの募集と説明会を
行っています。子どもや野外活動に関心のあ
る方がいらっしゃいましたらぜひお問い合わ
せ下さい。☎ 079-277-1872

4/10

春の親子体験 野外活動!!
笹井紀予(キリン）リーダー

野外活動クラブ4月活動
阪田侑紀（ボックリ）リーダー

野外活動って何?どんなことをするの? お父さん・お母さんと一
緒にまずは体験してみよう!ということで、開催された親子体験。
28家族85名が参加しました。春の日差しがよく、待っていたか
のように桜も綺麗に咲いていた４月１０日に野外活動クラブの体
験会がありました。多くの親御さんと子ども達が参加してくださ
り7グループに分かれ活動をしました。午前中は野菜とお鍋とお米
を使い自分たちで火をおこしたり切ったりしながらカレー作りを
しました。
最初は初めてのお友達とリーダーで活動していくというドキド
キや不安など入り混じった様子もありましたが、すぐグループの
お友達と仲良くなり協力してカレーを作る姿がみられました。午
後からは親御さんは説明会へ、子どもたちはグループで遊びまし
た。広い太子キャンプ場であちら
こちらから元気な声が響きわた
り、虫の声も消されるぐらいでし
た。最後の全体ゲームでは親御さ
んにも参加してもらい、みんなで
走り回りました。
今日の活動は初めてのお友達と初
めての体験。どれもこれもが初め
てのことばかりで最初は不安な様
子もみられましたが自然の中で思
いっきり走ることで少しずつ距離
が縮まりました。
また４月からの野外定例が活気の
あるものになるなと感じ、楽しみ
になりました。

韓国釜山（プサン）ＹＭＣＡがアフタースクールを訪問
4月26日(火)、韓国釜山ＹＭＣＡ
から総主事を団長に幼少年教育担当
者11名によるアフタースクールの
見学訪問がありました。釜山ＹＭＣ
Ａでは日本の幼少年教育に学ぼうと
4日間の研修日程で大阪・神戸の関
連施設を見学訪問でした。計画して
いる時に森のユニークなアフタース
クールのチラシが目に留まり訪問となったとのことです。まず太
子町庁舎を訪問、アフタースクールの始まった理由などの説明が
ありました。その後、太子キャンプ場と東保会館を訪問。子ども
たちは韓国の人が来ると聞いて、韓国について関心を持ちあいさ
つの練習をして来られるのを心待ちにしていました。「アニョハセ
ヨ」って言いたくて仕方なく、学校からの帰り道でも「アニョハ
セヨであっとる？」「ちゃんと言えるんかな・・・」と緊張しつつ
も楽しみにしておりました。釜山ＹＭＣＡのスタッフも子どもた
ちと遊んだり、チジミを作っていただいて交流のひと時を持ちま
した。チジミをみんなでいただき
ながら「これなんという食物」な
どと質問していました。
韓国のじゃんけんも言葉は違う
けれど共通していて楽しんでいま
した。子どもたちも見知らぬ外国
に興味を持った1日であったと思
います。

定員まであと少し！

4月24日、太子の山も青々とした緑に包まれ、春の陽気の
なか今年度の野外活動クラブがスタートしました。継続や新
規、そして体験を含める50人を超える子どもたちがキャンプ
場に集い、初めは緊張した面持ちを見せる子どももいました
が、リーダーと話したり、キャンプソングを歌ったり、はじ
めのつどいが進むにつれ、だんだんと笑顔が見られました。
午前中は、みんなでメイン広場に集まり、自己紹介をゲーム
に取り入れたり、グ
ループで協力し競争
したり、全員で交わ
るレクリエーション
をして遊びました。
学年の垣根を越え、
たくさんのお友だち
やリーダーとふれあ
いながら楽しそうに
遊んでいる姿が見ら
れました。午後からは、グループに分かれて、アーチェリー
や山登り、広場でかけっこなど時間いっぱいまで自由に遊
び、楽しそうな声がキャンプ場に響き渡っていました。
4月は「出会いの季節」。たくさんの子どもたちが、野外活動
を通して新しいお友だちと出会い仲良くなっていく様子が見
られ、このキャンプ場が多くの子どもたちにとって素敵な出
会いの場になればと思います。
来月もたくさんの子どもたちと一緒に活動できることを楽し
みにしています！

熊本地震緊急支援募金 ご協力のお願い
4 月 14 日から熊本県で発生している、マグニチュード 7.3
を含む連続地震で、甚大な被害が出て多くの人が避難生活を
余儀なくされています。今もなお地震活動が続き、 広い地域
での交通網の寸断、停電、断水などが発生しており、不安な
中にあります。現地では、熊本 YMCA が指定管理者として
運営する「益城総合運動公園・体育館」及び「御船町スポー
ツ センター」に 多くの人びとが避難しています。 YMCA
では全国からスタッフを派遣し、熊本 YMCA と協力し、避
難所の運営、物資支援などの緊急支
援 活動を行っております。ＹＭＣＡ
の連帯によって、一日も早い安全の
確保と復旧のために、力を合わせて
まい りたいと存じます。皆様の尊い
ご支援とご協力をお願い申し上げま
す。
募金期間：2016年6月30日まで

会 員 総 会 公 示
日時：2016年5月27日(金) 19:00～20:45
場所：姫路労働会館 第2会議室
議事
1)2015年度 姫路YMCA活動報告
2)2015年度 姫路YMCA会計報告
3)2016年度 姫路YMCA活動計画
4)2016年度 姫路YMCA活動予算
5)常議員選任
学び：コミュニティづくりとＹＭＣＡの可能性
アフタースクール所長 西山善樹氏

森のアフタースクール 募集中！！！ ・・・放課後を、豊かな育ちの場に

● 対象：太子町 太田小学校 1年生～6年生（2016年度） ● 定員25名 ●開所 ： 授業日・土曜日・長期休暇
● 場所：ＹＭＣＡアフタースクール（東保358-2 太田小より徒歩7分） 姫路ＹＭＣＡ太子キャンプ場（原白毛山）
● 費用：10,000円/月 （おやつ代・土曜保育料含む）8月・12月・3月は別途長期保育料が必要です。
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