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いよいよ夏本番！YMCA サマーキャンプの季節が近づいてきました。海に、山に川と自然に恵

まれた富山県は、まさにアクティビティーの宝庫…。様々なフィールドの中で、仲間と共に刺激し

合いながら生活する非日常生活体験は、子どもたち一人ひとりを大きく成長させてくれます。 

日々、子どもたちを取り巻く環境が目まぐるしいスピードで変化していくのをまざまざと感じさ

せます。生活する上で便利な物が増え、簡単に情報を得てしまう日常において、子どもたちが「自

ら考え、工夫しながら答えを導き出す」機会が失われつつあります。 

しかしそのような現代だからこそ、今まさにキャンプが求められているのではないでしょうか。 

本来、子どもたちは「遊びの天才」です。そこに自然があれば、「物」がなくても子どもたちの豊

かな発想力と行動力で様々な遊びが生み出されていきます。そして生み出された遊びは、周りの仲

間たちとの「関係づくりの道具」として子どもたちが自ら用いるのです。 

昨今、日常生活における子どもたちのコミュニケーション不足や体験の不足が懸念されています

が、キャンプは昔も今も変わらず、子どもたちの有りのままの姿を引き出してくれます。時間を忘

れて思いっきり遊ぶこと、時にはお互いの主張のぶつかり合いからケンカしてしまうこと、いずれ

も子どもたちにとっては大人に成長していく過程の中で大切な出来事です。この夏、一人でも多く

の子どもたちが YMCAキャンプに集い、本物の体験を通して一回りも二回りも大きく成長される

ことを願っています。 

※日本のＹＭＣＡキャンプは、２０２０年で１００周年を迎えます。 

富山ＹＭＣＡ堤町本館センター長・ウェルネス事業部チーフ 

中川 喬之 

キャンプ体験から 
得られる「こと」 
とは・・・？ 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    カマキリコラム 

NO.５２ 

       

    

  松田 誠一 

        （富山 YMCA総主事） 

 

 

   

 

 マイブランド 

誰にでも、お気に入りのブランドがあります。決して高価なものに限

らず、何となくお決まりであったり、こだわりをもっているものがあり

ます。登山用リュックはミレー、スキーの板はロシニョール、ステレオ

は ONKYO、自動車メーカーは〇〇などなど。CoCo 壱に入れば「チキ

ンカツカレー４００ｇ３辛」となるわけです。一言、講釈を垂れ、周り

の人に勧めたくなる逸品ばかりです。なぜそれを選ぶかといえば、いい

思い出が伴ったり、絶対的満足感、信頼感に支えられた理由があります。

すべての人がそう思っているわけではなく、ある意味、個人的な価値観

に寄り添ったものであります。ただブランドと言える所以は、富山でも

東京でも、どこの CoCo 壱に入っても、どこも同じ味のカレーなのです。

同じ車でも、九州の店で買った車の方が、燃費がいいとか、富山で買っ

た方が同じ車でも馬力があるとなると困るわけで、ブランドとは言えま

せん。要求レベルに応じた満足を提供しています。コンビニも、どの店

も同じ商品の並べ方をしているせいか、毎回同じ店に来ている錯覚を持

ってしまいます。それゆえ、商品も見つけやすく、コンビーニエンス（便

利）なのです。セブンイレブンいい気分なのです。（以上、すべて宣伝

料をもらっているわけではありません。） 

 さて、全国のＹＭＣＡでは、この３年間をかけてブランディングに取

り組み、その方向性が確認されました。いよいよ新規一転、新しいＹＭ

ＣＡのブランド力を発信していきます。 

全国のＹＭＣＡが、同じ理念と理想を掲げ、同じく質の高い青少年教育、

国際、平和教育に取り組んでいきます。東京、横浜、大阪といった大都

市ＹＭＣＡも、富山ＹＭＣＡも規模に違いはあれ、英会話はＹＭＣＡ、

 

２０１７年度定期会員総会 報告 

 

 去る 6月 25日、昨年度４月から、萩浦保育園に続き第二園目の保育園としてふなはし保育園を開園したこと

から、会員総会をふなはし保育園の遊戯室を会場に開催しました。2016年度は、語学、健康野外、スクール、地

域・国際事業を含む既存事業の中でも熊本地震支援活動として、富山ＹＭＣＡよりボランティア、スタッフの派

遣や募金活動等が報告されました。そして、保育所事業において、2016年度より民営化されたふなはし保育園が

皆様に支えられ、1 年間、順調に走り出すことができましたこと。また、新園舎設立に向けて、全スタッフが設

計時の話し合いから参加し、進められていることが報告されました。また、萩浦保育園は、2017年度より幼保連

携型認定こども園として新たにスタートを切りました。より地域に根付いた園として受け入れられています。 

事業報告の後、決算・監査報告がなされ、2016年度が多くの方々に支えられ無事終了することができました。

報告後の常議員選出に引き続き、2017年度の方針・計画、予算が承認されました。皆様に支えられていることに

感謝し、今年度もともに歩んでいきたいと思います。 

第２部では、ＹＭＣＡブランディングタスクチーム、神戸ＹＭＣＡの坂本孝司氏を講師としてお招きし、「日本

ＹＭＣＡ中期計画 ブランディングの意義と推進に向けて」と題しまして、会員特別セミナーを実施いたしまし

た。オールジャパンＹＭＣＡで取り組むブランディングが、ＹＭＣＡの価値を今一度問い直すチャンスであるこ

と学びました。ブランディングによって内外にＹＭＣＡ運動をわかりやすく伝えることが今以上にできると思い

ます。今後、多くの人がＹＭＣＡを知り、さらに、つながり、よくなっていくことを願っています。 

萩浦保育園、ふなはし保育園の職員の方にも大勢の方が準備をし、参加していただきました。感謝をもって報

告いたします。 

（文責：宮口） 

 

 

 

 

 

 
すべての人がそう思っているわけではなく、ある意味、個人的な価値観に寄り添ったものであります。ただブラ

ンドと言える所以は、富山でも東京でも、どこの CoCo 壱に入っても、どこも同じ味のカレであること。同じ車

でも、九州の店で買った車の方が、燃費がいいとか、富山で買った方が同じ車でも馬力があるとなると困るわけ

で、ブランドとは言えません。要求レベルに応じた満足を提供しています。コンビニも、どの店も同じ商品の並

べ方をしているせいか、毎回同じ店に来ている錯覚を持ってしまいます。それゆえ、商品も見つけやすく、コン

ビーニエンス（便利）なのです。セブンイレブンいい気分なのです。（以上、すべて宣伝料をもらっているわけ

ではありません。） 

 さて、全国のＹＭＣＡでは、この３年間をかけてブランディングに取り組み、その方向性が確認されました。

いよいよ心機一転、新しいＹＭＣＡのブランド力を発信していきます。 

全国のＹＭＣＡが、同じ理念と理想を掲げ、同じく質の高い青少年教育、国 

際、平和教育に取り組んでいきます。東京、横浜、大阪といった大都市ＹＭ 

ＣＡも、富山ＹＭＣＡも規模に違いはあれ、英会話はＹＭＣＡ、キャンプは 

ＹＭＣＡ、同じＹＭＣＡブランドです。全世界との連携をもって、その窓口 

としての働きに努めていき、「したい何かがみつかり、誰かとつながる、私 

がよくなる、かけがえのない場所」を目指していきます。ご期待ください！ 
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ぽかぽかふなっこ日記 

地橋 美帆 

 

 

ふなはし保育園 7・8月の行事 
７ 月  ６日（木） 運動教室（年長） 

７日（金） 七夕の集い 

８日（土） 父母の会 夏祭り 

１２日（水） お話の会（年中・長） 

１４日（金） お茶指導 

１９日（水） むらっ子たいむ・おやつ参観 

２３日（日） ふなはし荘 夏祭り（年長） 

    ２５日（火）～２６日（水） サッカー指導 

    ２７日（木）～２８日（金） プール指導 

８月 １日（火）～３日（木）プール指導 

   ５日（土） ふなはし祭り（年長） 

  ２３日（水） むらっこたいむ・おやつ参観 

 

ＹＭＣＡ ほっと ＮＥＷＳ 

田中 厚至 

（ウエルネス事業部） 

地域との触れ合い 

毎年、6 月は舟橋村社会福祉協議会主催の「敬老会」が

あります。敬老会には、村のおじいちゃん・おばあちゃん

を招待し、ふなはし保育園の年長児や小学生が、歌や踊り

を踊って、元気パワーをあげています。今年は、年長児 27

名が参加し、「小さな世界」や「かえるのうた」「かたつむ

り」を歌い、法被を着て「お祭り忍者」をかっこよく踊っ

てきました。 

 子ども達は、『舞台の上でたくさんの方々に見てもらえ

る』というドキドキとワクワクで「早く踊りた～い」「なん

かドキドキしてきた」などと友だちや保育士と話していま

した。 

 舞台のブザーが鳴って幕が上がり、さあ！本番。少し緊

張しながらも大きな声で歌い、踊りもばっちり決まりまし

た。会場の方々から、たくさんの拍手をもらい、子ども達

も嬉しそうでした。 

幕が下りたあと、「あ～楽しかった」「面白かった」など

と言いながら控室に戻り、大好きなおうちの人のところへ

駆け寄り「がんばったね～」「上手だったよ」などたくさん

褒めてもらっていました。これから、年長児はデイサービ

スやふなはし荘などにも行き、おじいちゃん・おばあちゃ

んたちとたくさん触れ合っていきたいと思います。 

 

２０１７年度夏期リーダートレーニング 

実施報告 

★★★★★ 

２０１７年６月２４日（土）～２５日（日）、国立立山青少年自

然の家にて今年度最初の実技リーダートレーニングを実施してき

ました。ＹＭＣＡキャンプ・グループワーク体験、野外技術の習得を

主なねらいとして、現在ユースリーダーとして活動している大学１

～３年生２１名・スタッフ３名の総勢２４名が参加をしました。期

間中は、大きな事故やケガもなく、無事終えることができました。

ありがとうございました。 

登山・テント設営・ロープワーク・キャンプファイヤー・野外炊飯・

キャンプソング・レクリエーションなど実際のキャンプで行われるプロ

グラムを楽しむだけでなく、自分たちで企画と運営をし、リーダーと

して、参加者として様々な視点からキャンプのプログラムを見つめ

る機会となりました。また、初めての参加に緊張感を隠し切れな

かった１年生のリーダーからリーダーシップを発揮する３年生までお

互いが刺激をし合い、すべての場面において学びの多い有意義

な時間となりました。 

今年の夏のキャンプがもう間もなく始まります。リーダー一同、キ

ャンプに参加されるメンバーのみなさんとお会いできることを楽しみ

にしています。参加されるみなさんもリーダートレーニングで一皮む

けたリーダーたちとの出会いを楽しみにしていてくださいね！ 

  

 

  

 

 

 



 

  

 

 

  

Wai! Wai! Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 
201７年 

  ７＆８月 

 

 

野外クラブ タータ＆アドベンチャー 

◆７/1６（日） 海水浴に行こう！ 場所： 岩瀬浜海水浴場 

⇒詳細は担当者（中川・田中）にお尋ねください。 

語 学 

◆７/２２（土）語学火曜～土曜クラス 授業終了 

◆７/３１（月）語学月曜クラス 授業終了 

◆８/１９（土）語学クラス 授業スタート 

ウエスネス 

◆７/2２（土）通常ウエルネスクラス（前期） 授業終了 

◆８/３１（木）通常ウエルネスクラス（後期） 授業スタート 

駅前センター（フリースクール） 

◆７/２１（金）フリースクール全コース（前期） 授業終了 

◆７/２７（木）～８/1（火）高卒認定試験直前集中講座 

◆７/２７（木）～８/4（金）大学受験夏期集中講座 

◆７/３１（月）～８/４（金）中学生夏季集中 

Y’s さくらカフェ 

◆７月ランチ定食メニュー〔700円〕※ランチは毎週火曜日のみ 

＋１００円で飲み物（コーヒー・紅茶・ハーブティ）がつきます。 

４日 小豆入り鶏つくね かぼちゃカレー煮 そうめん汁 

１１日 鮭のマヨネーズ焼き 人参サラダ 玉子袋煮 みそ汁 

１８日 夏野菜カレー キャベツｻﾗﾀﾞ いんげんの煮物 ｽｰﾌﾟ 

◆７/１８（火）が前期の最終日となり、夏休みをいただきます。 

９/５（火）から再開予定です。 

２０１７年度 

 

 

「人生を決めた富山大空襲」 
 

中田博さんは、昭和２０年８月の富山大空襲の体験を風

化させることなく、次の世代に語り伝えるために、絵本『あの

日と コスモスと ぼくと』を発刊されました。中田さんと同じく

富山大空襲を体験をされたご友人の話をお聞きします。富

山大空襲は、当時を生きる人々にとっても、また、この地に

生きる私たちにとっても大きな人生の分岐点のひとつです。

先人たちの思いに光をあて、私たち一人ひとりが、何を伝え

ていかなければならないのかを問い直したいと思います。多く

の方のご参加をお待ちしております。 

 

■とき： 7月 31日（月）PM７:０0～９:00 

■ところ：堤町本館１階 ぬくもりラウンジ 

■発表者：中田 博（元中小企業診断士） 

■参加費：５00円（コーヒー＆スイーツ付） 

≪問合せ≫ 富山 YMCA堤町本館 土肥、宮口まで 

☎076－425-9001 

 

 

■７・８月活動のご案内■ 
（夏の特別プログラムを除く） 

 

 
 

 

 

 

                     NO.20 

 梅雨に入り、ジメジメした鬱陶しい日が続いている。

体調を崩す子もいる。しかし、中には、兵（つわもの）

もいる。リュックの中に 10キロもあるダンベルを忍ば

せ、さらに教科書やその他もろもろ…。それを担ぎ自転

車で高岡からやって来る。一体どの位の重さがあるのだ

ろう。私には、とても真似できない。若いって素晴らし

い？それにしても梅雨明けが待ち遠しい。     （小田） 

 

 

★蚤の市への商品提供のお願い★ 

恒例の「ファミリーバザー」（11月３日（金）／「文化の日」）で実施される「蚤の市」で販売する商品を集めます。

皆様のご家庭で使っておられない商品がありましたら、ぜひ「蚤の市」へのご寄付をお願い致します。 

日用雑貨、食器、嗜好品、お酒、食料品など、なんでも結構です。「蚤の市」を通じて、ご家庭で眠っている商品を

必要な方に活用していただけたらと思います。ご協力、お願い致します。[商品は９月１日から各センターでお預かり

致します。] 

 

  

        ＬＤネットワークとは、学習に困難

さをもつ子どもたちにかかわる人々が

学びあう会です。毎月第 3 木曜日に開 

催しています。どなたでもご参加いただけます。 

 

■テーマ：「小学生の学習意欲について」  

■と き：2017 年７月２０日（木）午後７時～９時        

■ところ：堤町本館ぬくもりラウンジ       

■講 師：小林 真 氏(富山大学人間発達科学部 教授)  

■参加費：５００円（ドリンク・スイーツ付き） 

■お問合せ：富山ＹＭＣＡ堤町本館 土肥・宮口まで 

    ☎：０７６－４２５－９００１  

暑中お見舞い申し上げます。 

 

2017 年 7 月吉日 

富山 YMCA 職員一同 

  

 

ＬＤ 

ネットワーク

富山 

 

 

 


