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YMCAせとうちは、岡山香川の先人たちのボランティア精神を受け継ぎ、
イエス・キリストによって示された愛と奉仕のわざに励み、
すべての人々が精神、知性、身体の調和のとれた
全人的成長をとげることを願い、ひとつとなるための働きを行います。

１．連帯
　　宗教を越えて、異なった思想、信条、文化、民族を理解し、
　　共に生きる社会の実現に努めます。

２．ボランティア
　　ボランティア精神を培い、地域や国際社会に貢献する良きリーダーを養成し、
　　人々の痛みや喜びを分かちあえる運動の輪を広げることに努めます。

３．ウエルネス（Wellness）
　　生涯にわたり、すべての人々が、心と体の健康をつくり、
　　出会いを通じて成長できる場と機会を提供します。

４．環境
　　地球環境で、人間とあらゆる生命がともに生きる環境保全を心におき、
　　地域から行動します。

５．世界の平和
　　アジアの一員として、世界の人 と々ともに
　　平和で公正な地球社会の実現に努めます。

YMCAせとうちの使命

YMCA Setouchi



　「YMCA せとうちの課題と取り組み」

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　正野隆士

　 現在、全国の各 YMCA は、非常に厳しい状況に晒されています。少なからぬ
YMCA が、財政的危機に陥っています。それは各YMCA 各々のマネージメントのみ
ならず、全YMCA の一体的マネージメントの欠如に起因しているように思われます。
この部分を見直す為に、現在各YMCA の「ガバナンスチェックリスト」による現状調
査が始まりつつある事は大いに評価できます。各 YMCA の YMCA 組織としての基
本原則のほころびが無いかどうかをお互いに確認していくことが、私たちの再生に
繋がると確信しています。その事を通して、各YMCA 事業の見直しが進んで行くの
ではないかと思っています。それは、経済的理由とYMCA の基本的理念が合致して
いるかどうかが問われる事でもあります。

  幸い2014年度は、世界YMCA 大会が開催される年でもありますので、全世界から
の視点で自分たちを顧みる良い機会となるような気がしています。日本YMCA 全体
では、それらに照準を合わせ、現在中期計画「YMCA ブランドの再生」タスクが進ん
でおり、以下５つの強調点を大切にしプランニングされつつあります。

　① YMCA の全事業のリブランディングとミッションの明確化

　②スタッフ研修の充実、強化

　③全国的広報戦略の策定

　④全国 YMCA の財政健全化強化

　⑤日本 YMCA 運動としてのガバナンス強化

　これらの事柄は、同盟の事ではなく、私たち日本のYMCA 運動全般のことに他な
りません。そのように考えて私たちの「YMCA せとうち」の運営に引き寄せてみると、
以下のような課題が見つけられます。

　①経営基盤の充実

　②ファミリーホームの課題解決と発展性

　③「キャンプだホイプロジェクト」―　キャンプ招待の基金づくり

　④「学童保育」の発展性

　⑤香川県へ拠点進出　広域 YMCA の可能性、キリスト教青年運動の拡充

　⑥東アジア３ YMCA の友好条約締結　平和運動としての YMCA 運動

　⑦本部事務所建物の中長期視野に立った有り方の検討

　課題は多く、その事柄に立ちすくみそうになりますが、全国の仲間とともに「運命
共同体の一員」として、これらの事柄に真摯に取り組んで行きたいと思っています。
その運動の協働者として大切なのが、「ワイズメンズクラブ」と「大学生ボランティア
リーダー」に代表される会員のみなさんです。会員のみなさんの存在こそがは 、
YMCA存立の重要な要素です。今後とも会員のみなさんとのより深い連携を行って
いくことこそが、YMCA 運動（キリスト教青年運動）を広げて行く事となります。

　何卒、ご協力のほど、よろしくお願いします。
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「YMCA せとうち、はじめの一歩。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総主事　太田直宏

　2013年度は、公益法人としての最初の年でした。みなさんのご支援のお陰で、無事に「は
じめの一歩」を踏み出すことができたことに感謝しています。6月 1日に実施した「新法人設
立総会」では、国内のみならず海外からもゲストをお招きすることができ、大変喜ばしい時
でした。これを機会に、韓国晋州・台湾彰化・日本せとうちという「サイズは小さいけれど
も、イエスに従い使命を全うすること」を表明した３つのYMCA が「東アジアピーストライ
アングル」を結成することもできました。3月には、台湾にて第２回目の会合も持たれ「若い
世代のリーダーやスタッフの交換・交流プログラム」や、沖縄で行われているワンピースキ
ャンプの共同開催が決定され、ますます3都市の結びつきが強くなってきました。国家レベ
ルでの情勢が不透明な中、市民レベルでの草の根交流を強めていく必要性を痛感しての決
断です。

　昨年4月 1日「YMCA せとうち」が誕生しましたが、初年度は赤字決算となってしまいま
した。公益事業の黒字は法律上認められていないため、寄附や募金をいかに集めるかが大き
な課題となっているのですが、そのことに十分な対応ができなかったことが原因です。その
ためにも本来事業の素晴らしさをますます高めることに加えて、税制上の優遇措置等の可
視化をいかに図っていくかが問われています。現在「リブランディング」という手法を取り
入れ、活動の大改革に取り組み始めています。この動きは今後全国のYMCA との連帯へと
つながっていくものと信じております。

　3年目を迎えたファミリーホーム操山寮は、６名の定員を満たしましたが、「順調に問題
だらけ」です。「日本の社会的擁護」の貧困さが、その原因となっています。ゆえに、これらの
「制度の未整備さ」や「世間の冷たい目」、「組織連携の不十分さ」といった課題に真摯に向き
合いながら、解決していくことは、社会全体の空気を変革していくことになると確信してい
ます。この仕事は、付託されているこどもたちならびにその家族の課題が大きく、法定年齢
である１８歳まで養育する事はもちろんのこと、「それぞれがその後も地域の中でしっかり
と育っていくことをサポートすることが課題」です。苦労も多いのですが、創造的少数者が
多数者を変革していく可能性を日々感じています。今後も問題が山積しており、頭を悩ませ
ていますが、日々の問題を糧とし、今後も社会の構造の中で弱くされている人々と共に歩む
べく、この事業に力を注いでいく所存です。

　東日本大震災に伴い、岡山に引っ越して来られた方々の支援を今年度も継続してきまし
た。自身も避難者であるカメラマン加藤晋平さんが、避難者家族を被写体とした撮りためた
写真を集めた「家族のカタチ」写真展を岡山・東京・静岡で開催することができました。中
国地区には大勢の避難者が今もおられ、今後も増え続けるのではと思われます。今後も各種
プログラム活動への参加促進といった自分たちの身の丈にあった支援をこれからも続けて
いきたいと願っています。

  公益法人と成り「はじめの一歩」を踏み出した私たちにとっての課題は「これから自分た
ちはどうあるべきか」ということです。現在香川県を中心とした四国エリアからの参加者が
目立って増加してきています。それに伴うYMCA 運動の拡大、すなわち「信頼を基盤とした
コミュニティーの拡充」は、私たちの大きな使命であると捉えています。すべての人が豊か
に生きていくことができる「響き愛に満ちた社会」を構築していくために「すべての人に開
かれ」「公益に寄与し」「瀬戸内の地にあってなくてはならない」組織を今後とも志向してい
きます。どうぞご支援ください。
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1.総務関連報告
  ①会員現況

会員種別 今年度 前年度 増減 前年比

維持会員　　　 ２２５ １８９ ３６ １１９％

青少年活動 ５２８ ６２２ -９４ １０８％

国際教育 １５５ １４２ １３ １０９％

学習教育 ——— ３ -３ ———％

会員数 １０５１ ９５６ ９５ １０９％

　・維持会員として、大学生リーダーを加えた。

　・学習教育は活動を休止とした。

 ②理事会
  １）第１回理事会
１．開催日時：2013年５月１０日（金）　午後6時30分～午後 8時30分

２．開催場所：岡山市中山下1-5-25　 YMCA せとうち会館２０１号室

第１号議案　　２０１２年度岡山キリスト教青年会決算報告の件　　

　別紙資料に基づいて報告がなされ、原案通り承認された。　　　　　    　(以上、決議)

　なお、以下のような意見が出された。

　・財政上の危機を素早く察知する為のシステムを早急に構築すべきである。

　・両代表理事がその任に当たり、早期に結果を出して欲しい。

第２号議案　　新法人の体制、運営について

　新定款を元に、運営の体制等について再確認がされ、以下の事を決定した。

　①理事会と評議員会の関係性を正しく理解し、法令遵守の運営をすること。

　②理事者が経営マインドを持って、運営に携わること。

　③定款を遵守し、香川を含めた複数県で事業展開をすること。

　④評議員には、法定事項以外に夢やビジョンを語っていただくこと。

　⑤６月の定期評議員会がこれまでの会員総会にあたる。

　⑥理事会は経営に関わるため年６回、評議議員会は年２回開催を目標とする。(以上、決議)

　なお、以下のような意見が出された。

　・全国的に見ると、各 YMCA 同士の関係がバラバラだと感じる。

　・YMCA 同盟の位置づけが不明確に思える。組織の改変が必要ではないか。

第３号議案　　今後の重要課題について

　議長から長期計画策定についてについてその必要性が語られ、意見交換がなされた。

　その結果１５年後の「法人設立７５周年」に向けて、１５年計画を策定する旨方向性を　

　決定した。内容に関しては、今後数回の打合せを経て具体性を持たせる。(以上、決議) 

  なお、以下のような意見が出された。



　・長期構想を様々な面から考える。そのためにも若い世代を加えた「キリスト教青年運動を 

　　推進する会（名称：常議員会）」を早急に立ち上げる必要がある。

・ 広域化は単にマーケットを広げるという意味ではないはずなので、名称変更の意義を鑑

み、その中でのプログラム開発が必要であろう。

　・イエス団と共同し、香川県にYMCAの拠点を創るべきであろう。

　・青少年助成基金を続ける。子どもの貧困は現代の重篤な問題である。

　・健康教育、国際教育、野外教育などの名称が、活動の幅を狭めているのではないか。

　　事業領域を超えた組織内コラボレーションを進めていく必要性を感じる。

第４号議案　　ファミリーホームへの太陽光発電設置について

　経過報告がなされ、原案通り工事を行う事が了承された。　　　　　　　　(以上、決議)

第５号議案　　憲法９６条改憲反対声明について

　太田総主事より、資料に基づき経過報告がなされ、その可否について話し合われた。　　

　審議の結果、今動議は不採択となった。　　　　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

　なお、以下のような意見が出された。

　・さまざまな背景をもつ人々が関わりをもつ組織であるが故に、慎重にことを進めてい

　　く必要がある。

　・キリスト教主義団体として、「見張りの働き」をしておく必要があることは認識して

　　いるが、組織として、今それを表明することはふさわしくないであろう。

２）第２回理事会
１．開催日時：2013年６月３日（月）　午後6時30分～午後 8時30分

２．開催場所：岡山市中山下1-5-25　 YMCA せとうち会館２０１号室

第１号議案　　６０周年記念事業の評価について

・海外からの参加者も含めて１００名を超える会となり、その構成も「若者から年

　長者まで」と世代を超えた行事であったことは、「YMCAせとうち」らしくその船

　出にふさわしかった。今後とも７５周年に向けて、若者がその運動を担っていくこ　

　とができる組織であり続けるべきである。　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

なお、以下のような意見が出された。

・礼拝の司会をした美時さんの発音が大変良かった。YMCAこども英語教室育ちで

　あると聴き、その成果に驚くとともに活動の大切さを再認識した。

・韓国、台湾からのお客様たちも喜んで帰られたようだ。

・岡南教会を使わせていただいた事は、とても良かった。歴史的立地のことは言う

　までもないが、何より金井牧師が大変配慮してくださり感謝だった。

・若いスタッフには出張でも会合でも、課題や役割を持つことで鍛えられる。

　その意味でも今回の会合は全員参加の形式が整っており、良い会であった。

第２号議案　　夏休みの学童保育の件

・別紙資料に基づき美時スタッフより報告がなされた。ポイントは以下の通り。
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・現在鋭意準備であるが、まだまだ不確定要素が多い。今日現在、問い合わせは

　２０件程度である。詳細を確定し、広報すれば更に増える可能性がある。

・岡南教会がメイン会場となるが、以下の事に配慮する。

①教会に牧師がいない日は、使わない。

②水曜日は集会があるため、信愛教会に集まる。　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

第３号議案　　第２回日本YMCA同盟協議会出席者の件

・日本YMCA同盟が公益法人化したことにより、同盟の会議体の仕組みが変革され

　た。新たに発足した同盟協議会では、日本におけるYMCA運動を方向づける性格　

　を持っている。ゆえにより多くのYMCAが参加し、その意思を具体的に示す事が

　求められている。そこで今回は、各単位YMCAより３名の委員（うちひとりはユ

　ース世代）を選出し、合議の上投票行動をすることとなっている。「YMCAせとうち」

　からは、三浦克文理事、太田直宏総主事、阿部麻希さんが参加の予定であったが、　

　阿部さんが都合で不参加となった為、替わって美時智子スタッフを選出した。  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)
第４号議案　　２０１２年度決算の件

・別紙資料に基づき報告がなされた。ポイントは以下の通り。

・増収減益という結果になった。収入では国際部門の減収が顕著である。いつかの

　タイミングで転換しなければと思い、今年度学童保育との融合を考えている。

・野外、健康部門は、順調だが2013年度は陰りが見られる。野外は昨年比ー30人。

　現在、キャンプ案内に折り込んで野外活動の体験プログラムを案内している。

・社会保険料が大きく上がった。

・長期借入金約1300万円は、なるべく早く返済する。

・月謝の納入を今年度から引き落としにした。スタッフの事務量は軽減された。

・YMCA理解の深い、定年退職された会計専門家に関与していただいてはどうか。

・今後は、青少年活動助成基金をはじめとする寄附集めに力を注ぐ必要があり、

　そのためのツールづくりが不可欠である。早急に着手する。　　　　　　　(以上、決議)

第５号議案　75周年に向けて

・将来展望を創造するために、年度内に常議員会構成メンバーを選出する。　　(以上、決議)

３）第３回理事会
１．開催日時：2013年９月９日（月）　午後6時30分～午後 9時

２．開催場所：岡山市中山下1-5-25　 YMCA せとうち会館３０１号室

第１号議案　　事業報告、会計報告について

　別紙資料に基づき、報告がなされ、満場一致でこれを承認した。

　なお、会計について以下のことが確認された。

　①理事長と税理士のリーダーシップの基、システム改革を断行中。結果、リアルタイム

　　な月次決算が可能となりつつある。
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　②基本財産設定を外したため、長期借入金1200万円を完済することができた。

　③太陽光発電設置のため、430万円を投資。現在７万円／月の売電収入あり。

　④会員数の減少が、今後の財政を厳しくしていく。早急な会員増強が不可欠である。

　⑤操山寮の所有権移転を今月中には行う。手数料が 50万円程度が必要である。

　⑥月謝袋を廃止し、現金から引落へと仕組みを変えた。　　　　　　　　　(以上、決議)

　また、以下のような意見が出された。

・少年関係会員の減少が著しいので、秋の体験を通して人数の増加をはかる。

・維持会員については、何らかの手段を講じる時期に来ている。

第２号議案　特別プログラム報告について

　①サマープログラム

　・前年と比較して人数減少したが、健康国際のプログラムを新設したことで総収入は

　２３３２万円となり、昨年より約８０万円の増収となった。

　・台湾彰化 YMCA と合同で沖縄キャンプをよい活動として行う事ができた。

　・新たにはじめた学童保育は３０人の登録者を集めることができた。今後とも長期休暇　

　　期間の可能性は大きいが、今後の日常的な展開が課題である。

　・外国人講師や、台湾スタッフが活動に関わり、国際性が広がった。

　②研修

　・以下のようなさまざまな機会に研修としてスタッフやリーダー、役員の方々を派遣さ

　　せていただく事ができた。

　　全国 YMCA 野外活動ディレクタートレーニング　山口

　　アジア YMCA地球市民養成トレーニング　　　　美時、田中、岸原リーダー

　　北米 YMCA ジェネラルアッセンブリー　　　　　太田総主事

　　全国 YMCA ステップ２研修会　　　　　　　　　三ツ橋

　　APAY リソースモビライゼーション研修　　　　 中野、増田、太田各理事

第３号議案　アニュアルキャンペーンについて

・標記事項についての説明がなされ、今後進めていくこととした。

・目標は、寄附金を全体収入の10％とし、一過性ではない募金を開始する。

・そのためにも理事者ならびに評議員の行動が不可欠である。

・「キャンプだ、ホイ。キャンペーン」実現に向けて準備をすすめる。その目的は YMCA　

　キャンプの価値の有用性を社会全体に訴え、より多くの人をキャンプに招待できるため　

　の資金作りとする。すでに facebook にて、キャンプの思い出を集約中である。

・おうち支援プロジェクトは継続実施する。

　①移住被災者支援　

　　秋キャンプ、年末キャンプ、冬キャンプを続けて実施する。

　　写真展「家族のカタチ」の県内巡回展の可能性を探る。

　　山崎伝道所利用による「シェアハウス」実現のために、清掃を実施する。

　②ファミリーホームのサポート活動を続ける。

　③自死遺族、病児家族の支援活動の可能性を探っていく。　　　　　　　　(以上、決議)
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第４号議案　ファミリーホーム物件譲渡、今後の展開について

・以下のように状況が変化してきたので、今後の事業展開を考える時期にきた。

・就労支援→１８歳〜２０歳までの入居希望者への対応が不可欠。住環境は、現況のまま　

　で可能なので、児童相談所と話をすすめていく。

・学習支援→大学進学に向けて必要。リーダー会からの協力をあおぐ。

・隣接廃屋取り壊しの可能性を地域に相談するという形で検討する。

・他団体との共同し、社会的養護経験者の居場所づくりの可能性を探る。

・性教育の必要性があるため、心理士ならびに上村ドクターと連携する。

・池田さんの退任にあたり、新たな人材をシルバー人材センターに求める。　(以上、決議)

第５号議案　YMCA せとうち構想について

・広域 YMCA の是非についての全国的な合意は未だないが、この地区にも困難な中にあ　

　る YMCA が存在する事を思うと、私たちが実体を創っていくことが状況を変化させてい　

　く可能性が多い。

・人事交流も含めて、相互協力に向けた意思決定の必要性に迫られている。

・企業では当然の事柄であることを意識して、行動に移していくべき時である。

▼香川県：実体なし　

・日常活動をいつ開始するのか意思決定しなければならない。

・東讃：ファイブアローズとの連携、ディキャンプ、幼稚園での体操教室

・西讃：２０１５年イエス団保育園、乳児院新設オープンに伴う事務所設置

▼愛媛県：日本 YMCA 同盟に正式加盟している NPO法人　

・同盟、広島 YMCA との連携を行いながら正野理事長による相談を実施してはどうか。

▼鳥取県：準加盟の任意団体　

・ワイズ活動と YMCA活動が混在した状況で運営されており福島理事長も困惑されている。

・同盟、広島 YMCA との連携を行いながら鳥取集合のキャンプを試行する。

▼高知県：実体なし

・YMCA活動開始の意思がありそうなので、調査を開始する意義がある。　(以上、決議)

第６号議案　ファイブアローズプロジェクトとの連携について

・「せとうち」に基盤をおく団体という意味で思いが一致している。また、社会的養護のも

　とにあるこどもたちをゲームに招待するなど、ここも思いが一致する。連携することは、

　両者に今後の展開上意義があると判断する。

・通常クラスにコーチならびに選手の派遣をしていただく事を開始する

・資金的援助は、公益法人としては不可能であるが、ゲーム実施時における運営ボランテ　

　ィアの組織化などを手助けすることはできる。　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

第７号議案　ソーシャルメディアガイドライン策定について

・別紙資料を元に原案通り決議された。みんなに配布し周知徹底していく。　(以上、決議)
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第８号議案　中長期計画委員会について

・変化の激しい今だからこそ、１５年後の私たちをとりまく環境を検討する必要性がある。

・今までは MISSION Management （使命に基づく経営）という概念に基づく運営を行

　ってきたが、今後は Cause driven organization(地域の問題に対して向き合い、解決を　

　めざす組織）を意識した運営を行っていく必要性がある。それは、私たちの地域社会の

　問題は何かを調査分析し、その課題を解決する覚悟を決め、それを地域の方に約束する

　ことに存在意義を見いだす事である。

・日本 YMCA 運動、アジア YMCA 運動、世界 YMCA 運動の方向性を注視しながら、

　「せとうち」に立脚した計画をデザインしていかねばならない。

・Y＝若者とこどもの育成、C＝キリスト教運動という DNA を中心に据える。

・新会館開設は、避けて通る事ができない。「何をするのか」、「誰とするのか」、「いつ行う

　のか」を念頭に今後素早い意思決定が必要。今後の理事会で話し合いを重ねていく。　

・現会館は、築５０年を経過しているので移転・資金計画も含めた責任ある議論の積み重　

　ねが不可欠である。

・前回設置を決めた「常議員会（キリスト教青年運動を考える会）」を早期に開催し、YMCA
　の夢を語り、より活発に YMCA 運動を展開し、中期計画を策定する。

・教会とコラボした新会館の可能性を検討するために、調査を開始する。　　(以上、決議)

第９号議案　海外 YMCA との関連事業について

・グローバルネットワークを活かした活動を展開していくために、以下を実施する。

①日本語教師インターンシップ（台湾彰化 YMCA）
　９月１５日〜１０月１日　担当：山下スタッフ

②インドネシアワークキャンプ（ジョグジャカルタ　スレマン YMCA）
　９月１０日〜１８日　　　担当：白鳥理事、有安スタッフ

③日韓連絡協議会（晋州、蔚山 YMCA)
　１１月２３〜２８日　　　対象：シニアスタッフ、理事

④日韓イングリッシュキャンプ（ソウル近郊英語村）

　１２月２３〜２８日　　　対象：韓国、日本のこどもたち

⑤日中韓ピースセミナー（広島 YMCA)
　１月２１〜２３日　　　　対象：総主事、理事、ユース世代職員、リーダー

⑥東アジアピーストライアングル協議会（台湾彰化 YMCA）
　３月上旬　　　　　　　　対象：理事、職員、

また、以下のプログラムの可能性を調査する。

・オーストラリア　アデレード YMCA との交流、キャンプ

・アメリカ　グアムでの大人のための英語ツアー

・アメリカ　ロッキー YMCA との交流の可能性を探るために、広島 Y７５周年式典に出席す

る。

・北米NPO 見学ツアー（10月 27 日〜11月 9 日）への職員派遣を検討する。　(以上、決議)

４）第４回理事会
１．開催日時：2013年11月 14日（木）　午後6時30分～午後 9時
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２．開催場所：岡山市中山下1-5-25　 YMCA せとうち会館３０１号室

第１号議案　　事業報告、会計報告について

別紙資料に基づき、報告がなされ、満場一致でこれを承認した。　　　　　　(以上、決議) 

なお、以下のような意見が出された。

・本来事業である青少年活動の参加者減少の原因はどこにあるのか。若い世代の職員が責　

　任を持って任務を遂行する、そんな組織をめざし、業務を見直してはどうか。

・会員数の減少は、今後の財政を厳しくしていく。早急なメンバー増強が不可欠である。

・維持会員についても、何らかの手段を講じる時期に来ている。リーダーの維持会員化に　

　着手し、卒業リーダーにも呼びかけをし始めていく必要性を感じる。

・総収入に対して、１０％の寄附収入を得る為の方策を早急に整えて行かねばならない。

第２号議案　冬プログラム募集状況について

①ウィンタープログラム

・岡山で実施する日帰りプログラムの募集状況が悪い。内容が魅力に乏しくなっていない　

　か？リーダーとこどもの関係はどうか？など現場の声をよく聴き、対応を講じて欲しい。

・香川県内で初めて試みる日帰りディキャンプの募集が好調で、既に定員を充足してい

　る。この勢いを背景に、次年度は野外活動友の会を日常化し、毎月実施していくことを　

　計画中である。１月〜３月、毎月お試し例会を実施し、４月開設に向けて備える。

②韓国英語村ツアー

・海外ツアーの催行が難しい。冬ではなく春休みに実施した方が良いとの意見があった。

③冬の学童保育プログラム「スリーピース」

・夏の参加者がリピーターとして再登録をし、概ね定員を満たしている。　　(以上、決議)

第３号議案　ファミリーホーム環境改善について

別紙資料を元に、ファミリーホーム操山寮物件譲渡について話しあい、原案通り本体ならびに

隣接する廃屋をそれぞれの持ち主から譲渡していただくこととする。 (以上、決議)　

なお、以下のような意見が出された。

・隣地廃屋に関しては、畑として開墾し、こどもたちに農業学習を提供する場とする。こ　

　れは公益目的事業となるので、要件を満たし、課税対象外となると思われるが、念のた　

　め税務署や税理士に確認しておく必要があるので、早急に調査すること。

・早めに手続きを済ませ、今年中には諸届けを終える事を目標とする。

第４号議案　寄附増進プログラムについて

別紙資料を元に、寄附増進プログラムの具体化について協議を行った。

①クリスマスファンド（「国際協力／おうち支援プロジェクト募金」）について

・フィリピン台風被害者支援募金を中心にしながら、おうち支援募金も実施する。

　目標額はそれぞれ５０万円ずつとし、合計１００万円の募金をめざす。

②「タイガーマスク基金 WEST」創設について

・安藤哲也さん（タイガーマスク基金代表）と連携をとりながら、同じような仕組みを
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　YMCA せとうちを事務局として行う事ができないかを検討し始める。

③アニュアル キャンペーン：「キャンプだホイ」プロジェクト

・早急にコンセプトをまとめ、ツール等を作成してする。毎年定額的に実施するこの募金　

　の発足なしに、新たに公益財団法人としてスタートした意味がない。

上記３つの募金プロジェクトをまとめて「YMCA せとうちファンドレイジングプロジェクト」

として捉え、今年中には大枠を決めて、よりダイナミックな寄附を得ることのできる仕組みを

創る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

第５号議案　YMCA せとうち構想進捗状況

別紙資料を元に報告がなされ、以下のような議論がなされた。

①香川県　

・冬休みディキャンプとその後の展開を鑑み、２０１４年度日常活を開始する。

・ファイブアローズと協働し、より多くのこどもたちに本物体験の意義を伝える。すでに、

　通常クラスにコーチならびに選手の派遣をしていただく事は始まっている。11月 23 日　　

　には、操山寮・バスケのメンバーに加えて、一般公募という形で観戦ツアーを行う。　

②愛媛県　

・松山 YMCA の活動に十分配慮し、協力できる方向性を探る。

③鳥取県　

・冬プログラム実施の可能性を探りながら、持続可能ならしめる方策を考える。同盟との　

　協働が不可欠である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

　　　

５）第５回理事会
１．開催日時：2014年 2月6日（木）　午後6時30分～午後 9時

２．開催場所：岡山市中山下1-5-25　 YMCA せとうち会館 201号室

第１号議案　　事業報告、会計報告について

別紙資料に基づき、報告がなされ、満場一致でこれを承認した。　　　　　　(以上、決議) 

なお、以下のような意見が出された。

・若い世代の職員が責任を持って任務を遂行する、そんな組織をめざし、業務を見直し始　

　めたことは評価できる。経営会議を有効に機能させて欲しい。

・財務諸表は随分見易くなったが、実態を表すことができるように工夫が必要である。

・中国成都とのパートナーシップは、今後とも互いの内実を探りながら、模索していく。

第２号議案　新年度計画、予算について

別紙資料に基づき、報告がなされ、満場一致でこれを承認した。 (以上、決議)　　

なお、以下のような意見が出された。

・寄附ならびに維持会員を集める方法を早急に組み立て実行していかなければならない。

・国際教育部門は、健康教育部門と協働（外国人講師が学童保育で働く）することで活

　路を見出す事ができるのはないか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)
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第３号議案　寄附増進プログラムについて

別紙資料を元に、寄附増進プログラムの具体化について協議が行なわれ、今後理事評議員が中

心となってこの取り組みを推進していくことが確認された。

この計画通りに事柄を進める事で1400万円の募金を毎年集める事ができる。　　　　

①「タイガーマスク基金 WEST」創設について

・タイガーマスク基金代表と連携をとりながら、同じ仕組みを YMCA が実施する。

②アニュアル キャンペーン：「キャンプだホイ」プロジェクト

・コンセプトをまとめ、ツール等を作成してする。過去のキャンパーのデータベースを

　作成し、お願いをしていく。

③維持会員増強キャンペーン

・現在の会員の５倍増をめざす（１０００名）。

　上記３つの募金プロジェクトをまとめて「YMCA せとうちファンドレイジングプロジェ　

　クト」として捉え、３月２０日にそのことを中心に話しあう機会を設け、次年度当初か　

　ら取り組みを始める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

第４号議案　ファミリーホーム環境改善について

・経過報告が行われ、現在地権者が死亡している事、その相続権利を有する方が４人いる

　ことが報告された。正野理事長が中心となって隣接する廃屋を譲渡していただけるよう、

　交渉を続けて行く事となった。 (以上、決議)　

第５号議案　YMCA せとうち構想進捗状況

・別紙資料を元に報告がなされ、以下のような議論がなされた。特に香川県での今後の展　

　開について重点的に話され、「四国で YMCA 運動を拡充するための委員会」の発足が決

　定された。委員は、香川さん（高松市議会議員）、清水さん（四国学院大学教授）、西山

　さん（イエス団園長）、広瀬さん（新居浜教会牧師・元神戸 YMCA職員）、棟方さん（東

　雲学院理事長）とし、今年中に一度香川県で委員会を実施する。　　　　　(以上、決議)

第６号議案　ピーストライアングル会議 in 彰化について

・別紙資料を元に協議が行なわれ、以下のことが決議された。

　派遣メンバー：正野理事長夫妻、増田理事、太田理事、安井スタッフ（以上、５名）に

　加えて、ユース世代の方々の派遣の可能性を探り続ける事とする。例えば沖縄キャンプ

　の引率チーフなどの可能性を当たって欲しい。　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

③評議員会
１）第１回評議員会
１．開催日時：2013年 6月 30日（日）　午後 2時～午後3時30分

２．開催場所：岡山市中山下1-5-25　 YMCA せとうち会館 201号室
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第１号議案　　決算報告について

・別紙資料に基づき、報告がなされ、満場一致でこれを承認した。　　　　　(以上、決議) 

　なお、以下のような意見が出された。

・増収減益となっており、収入では国際部門の減収が顕著である。いつかのタイミングで　

　方向転換を決断する必要があるが、まずは部門を超えた協働を模索してはどうか。

・野外、健康部門は順調だが2013年度は、その執行に陰りが見られる。

・社会保険料の値上げも赤字の要因のひとつである。

・キャンプ費用の2％を避難者支援募金とし、年間 100万円弱の資金手当が行われている

　が、今後は寄附集めに力を注ぐ必要があろう。

・野外活動友の会は、登録者数が昨年比−30人。現在、キャンプ案内に折り込んで野外活

　動の体験プログラムを案内している。

・奉仕は収入 200万円に対して、支出 800万円と、明らかに不健全な会計となっている。

　実際の決算と、公益法人会計の両方での管理が必要なのではないか。

・月謝の納入は、2013年度からゆうちょ銀行による引落になり、事務が効率化できた。

・定年退職された方で、会計の専門家に入っていただくという方法も考えられる。

・借入金約1300万円はなるべく早く返済すること。

・青少年活動助成基金に関して改めて募金集めが必要であり、中でも個人で寄附をしてく

　ださる方を多く得ることを大切にして欲しい。

第２号議案　活動報告

・別紙資料に基づき報告がなされ、承認された。

・60周年記念式典の評価が以下のように共有された。

・美時スタッフの発音が大変良く、YMCA英語教育を見直した。

・海外のゲストも大変喜んでおられた。

・金井牧師が使用に関して大変な配慮をしてくださり感謝だった。

・リーダーがたくさん参加したことで「YMCA せとうち」らしさをアピールできた。

・若いスタッフが役割に責任を持って関わっていたことに共感を覚えた。これは全ての機

　会に共通するが、出張や会合でも、課題や役割を持つことでその人自身が鍛えられるの

　で、今後ともそのような配慮を続けて欲しい。　　　　　　　　　　　　　(以上、承認)

第３号議案　新規事業「夏休みの学童保育」の件

別紙資料に基づき報告がなされ、承認された。なお、以下のような意見が出された。

・現時点での問い合わせは20件ほどであるが、詳細が出れば更に増える可能性がある。

・岡南教会をメイン会場として使いたいので、教会に牧師がいない日は、使わない。

　水曜日は集会があるため、信愛教会に集まるか、早めの時間に集まる。　(以上、承認)

第４号議案　同盟委員会の件

・別紙資料を元に報告がなされ、以下のことが決議された。

・上記会合の委員として、三浦克文理事、太田直宏代表理事、阿部麻希元職員が参加する　
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　こととなっていたが、阿部が体調不良のため、美時智子スタッフを代理として選出した。

第５号議案　75周年に向けて

・若者中心の委員会構成メンバーを具体的に考え、動き出していく必要がある。次年度よ

　りスタートさせる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

２）第２回評議員会
１．開催日時：2014年 3月 20日（木）　午後 7時～午後 9時

２．開催場所：岡山市中山下1-5-25　 YMCA せとうち会館 201号室

第１号議案　　事業報告、会計報告について

・原案を示し、承認したい旨図り満場一致でこれを承認した。　　　　　　　(以上、承認)

　なお、以下のことが報告された。

・東アジアピーストライアングルミーティングが、昨年締結され、３月８日より１１日

　まで、台湾彰化市を会場に台韓日の YMCA が集まった。今後とも協力関係を強め、ス

　タッフやリーダーの交換交流やピースキャンプの共同実施が確認された。

・2015年は韓国晋州市を会場に、５月１６〜１９日に開催する旨、報告がなされた。

第２号議案　　新年度計画・予算について

・２０１４年度事業計画案ならびに予算案が説明され、原案通りに承認された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(以上、決議)

なお、以下のような意見が出された。

・公益法人法に則り、公益目的事業は、収支相償を満たす必要がある。すなわちこの部　

　門の収支は、マイナスにならねばならず、そのように予算が組まれている。

・ついては、収益事業または法人会計で収益を得なければならないが、当法人としては

　収益事業に力を注ぐのではなく、法人部門の収益性を向上させることをめざさねばな

　らない。そのためにも寄附金を集めることが重要である旨、説明がなされた。

・次年度の寄附金目標は今年度実績を鑑み、４百万円とする。ただし、近い将来は総収

　入予算の１０〜１５％（1千４百〜1千７百万円）は、寄附金収入とする目標を達成す

　る必要がある。

第３号議案　　今後の寄附増大に向けて

・別紙資料に基づき、寄附金を集める手段として、リソースモビライゼーション研修の報　

　告がなされ、以下のことが決議された。

　・寄附金は総収入の10〜14％を目標としいくつかのプロジェクトを並行して計画する。

①「キャンプだホイ」プロジェクト

　・経済的な理由でキャンプに参加できない子どもたち１００人を支援する。

　・目標は、1,000円／月＊250人とするが、台湾彰化 YMCA でも同様の寄附金集めをお

　　こなっているので、それを参考にし、中身を吟味する。

②せとうち「タイガーマスク基金」プロジェクト
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　・児童養護施設から四年制大学に進学または、社会人として働こうとし、自立をめざす

　　子どもたちを支援するものである。

・上記のプロジェクトを進めるために、キャンペーンキックオフイベントを実施することと

し、日程は５月１７日（土）１３：３０とし、「会員大会」と称する。

・AMDAでは、支援者に対して定期的に報告会を実施している。また、その後に行われ

　るパーティーで、寄附金を集めている。その中で行われている活動実績説明がとても　

　参考になる。「世界の中で、この活動にどんな意味があるか、今何が必要か」などが丁

　寧に説明（報告）されている。このような会を定期的に行うことに意味がある。

　・寄附をしていただくことで、どのような支援ができるか。何人で１人の子どもを支えるこ

とができるか、という具体的な例が必要である。

・冊子やチラシといった印刷物のみならず、ホームページや facebook等の活用を考えてい

く必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　(以上、決議)

④公職・委員委嘱
　代表理事　正野隆士　日本 YMCA 同盟常議員会副会長

　　　　　　　　　　　岡山シルバー人材センター理事長

　　　　　　　　　　　岡山県公安委員会委員

　　　　　　

　　　　　　太田直宏  全国 YMCA総主事会議　構成員

　　　　　　　　　　　全国 YMCA総務連絡調整会議　構成員

　　　　　　　　　　　全国 YMCA  ICT推進会議　担当総主事

　　　　　　　　　　　岡山県ネイチャーゲーム協会　理事

　　　　　　　　　　　岡山県キャンプ協会　理事

　　　　　　　　　　　岡山県青少年育成県民会議　理事

　　　　　　　　　　　川崎医療福祉大学　非常勤講師

　　　　　　　　　　　岡山県立操山中学校高等学校　PTA 会長

　　　　　　　　　　　関西学院大学同窓会　岡山県支部幹事

　　　　　　　　　　　RSK山陽放送ラジオ「ごごラジ Vivi っと」パーソナリティー

　理　　事　三浦克文　日本 YMCA 同盟委員

　　　　　　白鳥雅人　全国 YMCAウエルネス推進会議構成員
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　２．公益事業①活動報告
①奉仕活動報告〔寄附行為第４条第１号・第６号〕
１）目的

本事業は、YMCA の原点とも言える活動である。地域社会に様々な困難や課題かあったと

き、人々を啓発し問題意識を共有した仲間を募り、専門家や指導者に協力を求め、資金を集め、

それらを解決する方法を立案し、新たな活動を生み出す努力を行っている。そのことにより公

的なサーヒスの間を埋めより良い地域社会を創り出していくことに繋がっている。

２）実施の背景

YMCA はセツルメント運動として始まってきた。こうした歴史的背景から、この活動は、Y
MCA の原点とも言える活動となっている。 全国的に見ると、これまで予備校や、フリースク

ール、老人ホームなど、多くの活動がこうした経過の中で生まれてきている。

３）具体的な活動

○災害支援活動

国内、国外を問わず、災害発生時は、その発生地の近隣YMCA が支援を行うという原則と
なっており、発生直後から現地のYMCA が支援計画をたて、それに基づいて各地のYMCA が
その支援計画にのっとって支援を行っている。YMCA せとうちも、 ３１１の災害発生直後か
ら、理事会主導のもと、募金や献品を行い、活動を実施してきた。

（被災者支援ファミリーキャンプ）
今回の事柄は、原発避難者の問題もあり、被災地支援に加えて、避難者支援が大きなポイン

トとなっている。具体的には被災地周辺（主に関東圏）から岡山／香川県に一時避難または
移住してこられた方々を対象に、ファミリーキャンプを継続して実施中である。
・GW  ファミリーキャンプ　　５月　３〜　４日（啓明学園前島学舎）４５名
・夏のファミリーキャンプ　　８月　３〜　４日（黒木キャンプ場）　６４名
・秋のファミリーキャンプ　１０月１２〜１３日（啓明学園前島学舎）４２名
・冬のファミリーキャンプ　　２月　１〜　２日（休暇村奥大山）　　４２名

（家族のカタチ写真展）
　岡山への移住者の現状を知っていただくために、当事者ならびに支援者の方々とのネット
ワークを強化することが出来た１年であった。避難当事者であるカメラマン「加藤晋平さん」
と協働で実施した写真展「家族のカタチ」は評判も上々で、岡山県内で２回、静岡県で１回、東
京都で１回、計５回を実施することが出来た。また加藤さんにはYMCA の各種活動の写真撮
影をお願いすることも出来、避難者の方々への仕事の提供のヒントにもなった。
・家族のカタチ写真展 at 岡南教会　　　　　　　５月３１日〜６月１０日
・家族のカタチ写真展 at 東山荘　　　　　　　　６月１５日〜１６日
・家族のカタチ写真展 at 東京　　　　　　　　　１月　７日〜１９日
・家族のカタチ写真展 at 生涯学習センター　　　３月２５日〜３０日

　（被災者支援グループの側面的援助活動）
     被災地ならびに岡山県内で活動している被災者支援グループとの連携をはかった。　　
　 具体的には、定期的に一堂に会して情報交換と今後の支援を考える機会を設けた。
　　
　　被災地のグループ：放射能情報センター会津、ハーメルンプロジェクト

　　岡山のグループ　：日本基督教団東中国教区、シェアハウス「和気やすらぎの泉」、
　　　　　　　　　　　こども未来愛ネットワーク・瀬戸内市民放射能情報センター
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○ユース育成事業
（大学生ボランティアリーダー養成）　
　次代を担う若者を育てることは、YMCA の最も大切な働きのひとつであると認識している。
なかでも、YMCA の活動を支えている大学生リーダーの育ちの支援は、私たちの最も大切な働
きの柱であると言っても過言ではない。今年も岡山大学・岡山理科大学・ノートルダム清心女
子大学・川崎医療福祉大学の各大学から５５名が与えられた。彼らの働きは YMCA の宝であ
るとの認識の元、今後とも成長を見守っていきたい。昨年に続き、担当スタッフの力量だけに左
右されない育成システムを構築することが図られ、リーダーひとりひとりの育ちが急激に促進
されたことは特筆に値する。

（ボランティア青少年活動指導者養成講座）

　 学生リーダーならびに職員を対象に、以下の講座を連続して実施した。

日程 行事名 講師 参加者

　５／２３ ボランティアの心 有安　紀（YMCA せとうち職員） ４８

　５／２８ 野外教育の意義 白鳥雅人（YMCA せとうち主任主事） ５２

　６／１２ こどもの指導法 三ツ橋武志（YMCA せとうち職員） ４９

　６／２２～２３ キャンプ実技研修 YMCA せとうち主事・職員 ６８

　７／４ YMCA 理解 太田直宏（YMCA せとうち総主事） ６７

１２／１４～１５ スキー実技研修 スポーツネットプロスキースクール指導者 ４３

（若手職員研修事業）
　今年も多くの若いスタッフやボランティアを、全国やアジアレベルの研修に派遣することが
できた。日本YMCA 同盟やアジア YMCA 同盟がさまざまな有益なプログラムを計画したこと
もあり、どの研修も実り多いものであった。一昨年の美時智子スタッフに続いて、昨年度の市川
愛スタッフに続いて、三ツ橋武志スタッフをステップ２研修に派遣する事ができた。

　９月１７日〜１２月　１日　日本 YMCA 同盟　ステップ２研修（三ツ橋）

○地域課題解決
　社会的に意味のある活動が必要だとと感じた場合、あるいは行われる場合、そうしたイベン
トを積極的に実施したり、協力したりしている。東日本大震災直後には、岡山YMCA（当時）の
事務所を拠点に、Facebookや twitterを使って、現地に情報提供をしたり、物資の集約配送を行
った。また現地から一時避難や移住を希望してこられた方々の相談に乗ったり、こどもたちの
ケアプログラムを実施したり、被災地の声をお聞きする講演会を実施したりしてきた。このよ
うな活動を通し、さらに地域や地域の団体との関係を深め、それらに関わって下さる人や団体
を今後の支援に向けてつなぎ、協働してより良い地域を作り出す事に貢献することができてい
る。

（心の相談室）

　さまざまな課題を抱えている人々の為に対面相談事業を行っている。

  ・相談件数             ５５件　　・カウンセラー数       　３名

（手話サークル『スマイル』）

　聴覚にハンディキャップのある方々のための手話通訳者養成活動。

  ・日程                 不定期土曜日　　

  ・メンバー数  　       ５名

（コミュニティバザール）
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　YMCA で行われるさまざまな公益活動を支援する資金を獲得する為に、実行委員会を開  
  催し、バザールを実施した。新たな試みとして、ブックトレード・うのくらぶのこども
　たちの出店・ゼロドーナツ販売、加藤さんの写真館等を行い、好評を博した。
  ・日程　　　　　　　　１１月　２日
　・総収入額　　　　　　４１９６４３円
　・純利益　　　　　　　２５４３１６円

４）応援協力・出張　総主事関連

　４月　４日 　津山児童相談所　児童ケース会議　　　　出席

　４月　８日 　日本基督教団東中国教区常置委員会　　　出席

　４月　９日 　瀬戸支援高校　児童ケース会議　　　  　出席

　４月１１日 　関西高校　児童ケース会議　　 　　　 　出席

　４月１９日 　市民クリスマス実行委員会　　　　　　　出演　　　

　５月２０日 　県立操山中学校・高校PTA総会　　　　　出席

　５月２１日 　広島女学院チャペルアワー　　  　　　　出席

　５月２５日 　宝塚ワイズメンズクラブ２５周年式典　　出席

　５月２７日～２８日 　日本基督教団東中国教区総会　　　　　　出席

　６月　４日 　日本基督教団東中国教区東部地区協議会　出席

　６月　５日 　岡山県立操山高校　聞き取り調査　　　　出席

　６月１４日～１６日 　日本 YMCA 同盟委員会・総主事会議　 　出席

　６月２２日 　キリスト教社会福祉学会　　    　　　　発表

　６月２８日 　児童養護施設入所者就労セミナー 　　　 出席

　７月　５日〜　７日 　初級リソーズモビライゼーション研修　　出席

　７月　８日 　学童保育うのクラブ運営委員会　　 　　 出席

　７月　９日 　入門リソーズモビライゼーション研修　  出席

　７月１７日〜２５日 　北米スタディツアー　　　　　　　　　　参加

　７月２７日〜２８日 　岡山教会教会学校キャンプ　　　　　　　指導

　８月　６日 　アクティブキッズイングリッシュ　　　　指導

　８月２０日 　岡山県立操山高校Kくんを偲ぶ会　　　　指導

　８月３１日 　日本 YMCA 同盟 中期計画委員会　 　　 出席

　９月　１日 　地球市民育成プロジェクト 　           出席

　９月　２日〜　３日 　日本キリスト教団東中国教区宣教会議　　引率

　９月　４日 　中日本 YMCA総主事会議　　　　　　 　出席

　９月　６日～　７日 全国 YMCA　ICT推進会議・研修会　　　出席

　９月１４日 　世界里親大会　　　　　　　　　　　　　出席

　９月１６日 岡山市教育のつどい　　　　　　　　　　出席

　９月２５日～２６日 神戸 YMCA　学童保育研修会　　　　　　講師

１０月　１日～　３日 全国 YMCA総主事会議　東京　　　　 　出席

１０月１０日　 関西学院神学部寄附講座　　　　  　　　講師

１０月１２日～１３日 ３１１避難者支援ファミリーキャンプ  　指導
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１０月１５日　 興和中学校ボランティ講座　　　　　　　講師

１０月２１日 岡山市児童相談所　所長面接　　　　　　出席

１０月２５日 広島 YMCA記念式典  　　　　　 　　　出席

１０月２６日　 日本 YMCA　中期計画委員会　　　　 　出席

１１月１１日 児童虐待予防キャンペーン　　　　 　 　講師

１１月１６日 ソーシャルワーカー協会発表会　　　　　講師

１１月２２日～２４日 学生 YMCA１２５周年事業　　　　   　出席

１１月２９日 日本 YMCA　ステップ２研究発表会　 　出席

１１月３０日 日本 YMCA　ステップ２修了式　　　 　出席

１２月　５日 　東中国教区プロジェクト委員会　　　  　出席

１２月　７日 山陽新聞クリスマス会　　　　　　　  　出演

１２月　８日 岡山市民クリスマス　　　　　　　　　　司会

１２月　９日 中日本総主事会議　　　　　　　　　　　出席

１２月１３日 日本 YMCA　中期計画委員会　　　　 　出席

１２月１９日 クリスマスチャリティゴスペルライブ　　出演

　１月　８日 ノートルダム清心女子大学授業　　　　　出席

　１月１４日 日本 YMCA　中期計画委員会　　　　 　出席

　１月２１日 日中韓 YMCA　ピースフォーラム　　 　出席

　１月３０日 岡山県ユニセフ協会　総会・役員会　　　出席

　２月　４日 　東中国教区宣教会議　　　　 　　　　 　出席

　２月１２日～１４日 　全国 YMCA総主事会議　東京　　　　 　出席

　２月１８日 宇野小学校地域協働学校委員会 　　　 　出席

　２月２２日〜２３日 自殺予防協会ワークショップ　 　　　 　参加

　３月　１日 操山中学校・高校卒業式　　　　　　　　出席

　３月　７日 中日本 YMCA総主義会議　　　　 　  　出席

　３月　８日〜１１日 東アジア YMCAピース会議  台湾彰化 　出席

　３月１２日 日本 YMCA　中期計画委員会　　　　  　出席

　３月２２日 宇野小学校コミュニティハウス竣工式　 　出席

　３月２９日〜３０日 帝塚山中学校　関学進学コースキャンプ 　指導

５）応援協力出張（職員関連）
　４月　５日 しらゆり幼稚園教諭向け体育指導 白鳥雅人

　４月　６日 ベッキオバンビーノ 募金協力 白鳥雅人 三ツ橋武志

　４月　７日 ベッキオバンビーノ 募金協力 三ツ橋武志 有安　紀

　４月１８日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　４月２５日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　４月３０日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　５月　９日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀
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　５月１４日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　５月１６日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　５月２０日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　５月２３日 中仙道幼稚園 体育指導 三ツ橋武志

　６月　３日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　６月１３日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

中仙道幼稚園 体育指導 三ツ橋武志

　６月１７日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　６月２０日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　６月２４日 清心女子大学附属小学校親子交流会 白鳥雅人

　６月２７日 中仙道幼稚園 体育指導 三ツ橋武志

　７月　１日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　７月　４日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　７月　９日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　７月１１日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　７月２９日 コープCSネット 白鳥雅人 有安　紀

〜３１日 福島の子ども保養プロジェクト

　９月　５日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　９月　９日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　９月２２日 日本幼児体育学会シンポジウム 白鳥雅人

　９月２６日 竹中幼稚園 体育指導 有安　紀

中仙道幼稚園 体育指導 白鳥雅人

１０月　３日 竹中幼稚園 体育指導 有安　紀

１０月１５日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

１０月１７日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

１０月２２日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

１０月３１日 中仙道幼稚園 体育指導 白鳥雅人

１１月１１日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

１１月１４日 竹中幼稚園 体育指導 有安　紀

１１月１８日 中仙道幼稚園 体育指導 白鳥雅人

１１月２１日 中仙道幼稚園 体育指導 白鳥雅人

１１月２９日 三勲ふれあい親睦会 白鳥雅人

１２月　５日 竹中幼稚園 体育指導 有安　紀

１２月　９日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

１２月１０日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

１２月１２日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

１２月２５日 新庄村クリスマス会 三ツ橋武志

　１月　９日 中仙道幼稚園 体育指導 三ツ橋武志

　１月１５日 三勲子育て広場 三ツ橋武志

　１月１６日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人
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中仙道幼稚園 体育指導 三ツ橋武志

　１月２０日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　１月２３日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　１月３０日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　２月　６日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　２月２５日 中仙道幼稚園 体育指導 三ツ橋武志

　２月２７日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　３月　４日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

　３月　６日 竹中幼稚園 体育指導 白鳥雅人 有安　紀

　３月１０日 しらゆり幼稚園 体育指導 白鳥雅人

６）出張・研修

日程 名称 参加者

　６／２２～２３ 実技リーダートレーニング 白鳥雅人／三ツ橋武志

有安　紀／山口一起

　８／２９～９／４ YMCA地球市民育成プロジェクト 美時智子／田中悠紀子

岸原知美

　９／１０～１８ ジョグジャカルタワークキャンプ 白鳥雅人／有安　紀

　９／１５～１０／１ 台湾研修 山下浩由

　９／１７～１１／３０ ステップⅡ研修 三ツ橋武志

１１／２５～２８ 日韓 YMCA連絡委員会 白鳥雅人／山口一起

１２／１４～１５ スキーリーダートレーニング 白鳥雅人／有安　紀

市川　愛

１／２１～２３ 日中韓ピースセミナー 白鳥雅人／山口一起

久山夕貴／谷本泰子

１／３１～２／１ 全国 YMCA チャイルドケア担当者

会

市川　愛／美時智子
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②健康教育活動報告〔寄附行為第４条第２項・第３項・第８項〕
　東山にある日本基督教団岡山信愛教会で、２０年以上続けている幼児総合クラスは、近隣幼

稚園の 3年保育導入拡大によって、メンバー数を減らし続けていた。そこで４月より、3歳児こ

ひつじクラスを「森のようちえん」として、毎週操山を中心とした近隣の自然の中で保育を行な

うクラスとして打ち出した。このことにより、既存の幼稚園ではなく、自然の中で子育てをした

いと考えている保護者に受け入れられ、減少傾向に歯止めをかける事が出来た。

春と秋「３回無料体験キャンペーン」は継続して行ない、総勢122名の子どもたちが参加して、

サッカー・バスケットボール・体育教室等の活動を楽しんでくださった。

プロバスケットボール bjリーグの高松ファイブアローズとの協働が９月に始まった。具体

的には、毎週のクラスにコーチを派遣していただき、子どもたちの指導を直接的、間接的にして

いただいている。加えてファイブアローズのホームゲームの観戦ツアーを行なった。憧れの存

在であるプロの選手の試合を目の前で観戦し、コーチと一緒にバスケットボールをプレイする

経験は、子どもたちにとっても楽しく魅力のあるものだろう。この活動を継続していきながら、

募集に繋げていきたい。

 １) 日常活動  

２) スタッフ派遣プログラム

場  所 クラス名 ｸﾗｽ数 男 女 合計 昨年

中仙道幼稚園 幼児体育 ４ ８８ ６４ １５２ ８３

竹中幼稚園 幼児体育 ６ ５３ ６０ １１３ １１７

しらゆり幼稚園 幼児体育 ６ ６７ ８５ １５２ １３５

うのクラブ 幼児体育 １ ７６ ７２ １４８ １３８

津島小学校 青空体育 １ ７ ０ ７ １０

３)子育てサポートセンター　

場　所 クラス名 ｸﾗｽ数 男 女 合計 昨年

信愛教会 幼児総合 ２ １９ １５ ３４ ３１
親子総合 １ ３ ０ 　３ ４　

あけぼの 幼児体育 １ １２ ５ １７ ３１
信愛教会 幼児体育 １ １０ ４ １４ １１
竹中幼稚園 幼児体育 １ ５ ３ ８ １１
山陽幼稚園 幼児体育 １ ７ ８ １５ ２０

会館外 障がい児体育 １ ３ １ ４ ５
バスケットボール １ 　９ ３ １２ ２０
幼児サッカー ８ ５７ ７ ６４ ６８
小学生サッカー ９ ２１９ ３ ２２２ ２１３
ウエルネス倶楽部 １ １６ １８ ３４ ３５

合　　計 ２７ ３６０ ６７ ４２７ ４４９
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夏休みもＹキッズで遊ぼう　４９名　　冬休みもＹキッズで遊ぼう　２９名

春休みもＹキッズで遊ぼう　３０名　　のべ参加者数　５２５名

夏休みスリーピースクラブ　２８名　　冬休みスリーピースクラブ　２１名

春休みスリーピースクラブ　１７名　　のべ参加者数　４０５名

４) ウエルネス倶楽部

日程 内　容 今年度 昨年度 増減　　

　４／２７ ツリー ing ３５ ３０ ５

　５／２５ 落書き消去大作戦 １５ ３４ -１９

　６／１５ 韓国を知ろう ２５ ３９ -１４

　７／　６ スポーツ吹矢 ２４ ３９ -１５

　９／　７ イルカと泳ごう ２４ ２７ -３

１０／１９ ポニーライダー ２４ ２６ -２

１１／　９ 巨大シャボン玉を作ろう ２２ ２８ -６

１２／　７ 災害で苦しんでいる世界のこどもたちのことを知り

平和について考えよう・街頭募金

２０ ３２ -１２

　１／２５ お花炭を作ろう ２１ ３０ -９

　２／１５ お金について考えよう １６ ３１ -１５

　３／１５ お弁当作り ２６ ３０ -４

合計 ２５２ ３４６ -９４

５)特別プログラム

日程 行事名 場所 参加者

　４／１５,２０,２５, 

　　　２６,５／１３

新入リーダー説明会 YMCA せとうち １５８

　４／　８～５／３１ 青少年活動 3回無料体験 各クラス実施場所 １０１

　４／１４ ファミリーディキャンプ2013

ＩＮ　公渕森林公園

公渕森林公園 ５２

　５／７～５／３１ 信愛幼児クラス2回無料体験 岡山信愛教会 １０

　６／７ １期　Ｙリーグサッカー大会 岡山操車場跡地 １０４

　６／１６ アドベンチャーキッズ 公渕森林公園 ４６

　６／２４ 香川　夏キャンプ説明会 サンポート高松 ２３

　６／２６ 岡山　夏キャンプ説明会① YMCA せとうち ４４

　７／３ 岡山　夏キャンプ説明会② YMCA せとうち １６

　９／　７～１０／３１ 青少年活動３回無料体験 各クラス実施場所 ５９

　９／２４～１０／２４ 信愛幼児クラス２回無料体験 岡山信愛教会 １６
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１０／６ キャンプフェスティバル 里山センター ８２

１０／２６ ２期　Ｙリーグサッカー大会 操車場跡地 ７７

１１／２１ 合同祈祷週 岡山信愛教会 ２３

１１／２３ バスケット観戦ツアー 高松市総合体育館 １９

１１／２４ 幼児教室合同運動会 山陽ふれあい公園 ７０

１２／２ 香川　冬キャンプ説明会 サンポート高松 ２３

１２／４ 岡山　冬キャンプ説明会 YMCA せとうち ３３

１２／３ 信愛クラス　クリスマス 岡山信愛教会 ５２

１２／８ ファミリー　クリスマス 岡山信愛教会 ５４

１２／１２ うさぎクラス　クリスマス 山陽附属幼稚園 １４

１２／１３ サッカーＨクラスクリスマス 桜ケ丘３丁目 ３２

１２／１６ こじかクラス　クリスマス あけぼの幼稚園 ２７

　１／１８ 香川１ＤＡＹキャンプ　１月 ドングリランド ４０

　１／２０～　２／７ 信愛幼児クラス２回無料体験 岡山信愛教会 ２０

　２／１１ 香川１ＤＡＹ　２月 ドングリランド ３３

　２／２０ バスケットボールクリニック 桃太郎アリーナ ２５

　３／７ スプリングキャンプ説明会 サンポート高松 １８

　３／１８ Ｙカップサッカー大会 操車場跡地 １３６

総合計 １４０７

６）子育てセミナー

日程 講師 場所 参加者

　６／１１ 白鳥　雅人

（YMCA せとうち主任主事）

日本ｷﾘｽﾄ教団岡山信愛教会 １８

１１／１４ 友延　栄一氏

(岡山の自然を守る会)

操山公園里山センター １９

　２／２０ 梶谷　恵子氏

（ノートルダム女子大学准教

授

）

日本ｷﾘｽﾄ教団岡山信愛教会 １８

③野外教育活動報告　〔寄附行為第４条第２項第８項〕
野外活動友の会は、引き続き岡山市・倉敷市の各教育委員会から後援を頂き、両市内の全小

学校・幼稚園でチラシを配布させていただいた。今年は YMCA せとうち創立記念として、４月

には高松で、１０月には岡山で、それぞれ「キャンプフェスタ」を実施し、親子で共にYMCA の

野外活動を体験していただく機会を持つ事ができた。

長年あたためてきた、香川県内での定例野外活動の実施に向けた取り組みとして、１２月か
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ら２月にかけて、日帰りキャンプを3回実施した。募集をするとすぐに定員に達し、香川県での

YMCA活動の期待の大きさを感じる事となった。その期待に応えるべく、２０１４年４月より

隔月で野外活動をスタートさせた。

キャンプ活動は、宿泊キャンプで例年通りの参加者が得られた一方、日帰りのデイキャンプ、

ウエルネススクールが苦戦した。日程、期間、対象、内容、費用など、苦戦した原因究明のための

様々な検討を行い、加えてボランティアリーダーと一緒に内容を企画していくという工夫を行

なった。２０１１年より、東日本大震災を契機に岡山とその近隣に避難あるいは移住されたご

家族への支援を、継続して行なっている。今年もファミリーキャンプを中心に、いくつかのプロ

グラムへご家族を招待させていただいた。時間の経過とともに風化してしまわぬよう、今後も

継続した支援を行なっていく。

YMCA せとうちとして、岡山はもとより香川県の子どもたち、ご家族への働きかけを強めて

いった年であった。今後は四国学院大学の学生と共働して、香川県内での活動を拡大していく

予定である。

１）日常野外活動友の会　登録者数　　

学年 年少 年中 年長 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 昨年 増減

男 ８ １２ １２ １７ １５ １１ １５ ５ ７ 102 132 -30

女 ４ ６ １７ ８ １１ ５ １０ ５ ２  68 83 -15

計 １２ １８ ２９ ２５ ２６ １６ ２５ １０ ９ 170 215 -45

２)活動内容

月日 場所 今年度 昨年度 増減

４／２１ 三徳園・上道公民館 １１１ １４１ -３０

５／１９ 建部Ｂ＆Ｇ海洋センター・里山センター １１７ １５９ -４２

６／　９ 国立吉備青少年自然の家・余島野外活動センター １５１ １４６ ５

７／　７ 倉敷市少年自然の家・カリヨンハウス １５５ １５２ ３

９／２９ のとろ原キャンプ場 ９７ １５７ -６０

１０／２０ 和気町体育館 ８５ １０６ -２１

１１／１０ チロリン村 ８８ １２４ -３６

１２／　１ 友愛の丘 １１１ １３５ -２４

１／１９ 三徳園 １０６ ９８ ８

２／１６ 百花プラザ・倉敷美しい森 １００ １２５ -２５

３／　９ 国立吉備青少年自然の家 ９７ １２９ -３２

総合計 1218 1472 -254

３) 季節キャンプ活動プログラム

プログラム名 対象 ﾒﾝﾊﾞｰ ﾘｰﾀﾞｰ 合計 場所 期間

春 春のﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ 年少～小２ ２８ １９ ４７ 岡山市近郊 4/2～4
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春のｳｴﾙﾈｽｽｸｰﾙ 小 1～小６ ５３ ２４ ７７ 岡山市近郊 4/2～4

GW 余島わいわいｷｬﾝﾌﾟ 年長～小６ ５２ １５ ６７ 余島野外活動ｾﾝﾀｰ 5/3～4

GW ﾌｧﾐﾘｰｷｬﾝﾌﾟ ファミリー ４５ １４ ５９ 啓明学園前島学舎 5/3～4

夏 余島うきうきｷｬﾝﾌﾟ 年中～小３ ５１ １５ ６６ 余島野外活動ｾﾝﾀｰ 7/13～14

にこにこﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ 年少～小２ １９ ７ ２６ 岡山市近郊 7/20～21

サマースクール 小 1〜小６ ３０ ３ ３３ 生涯学習センター 7/23～25

鏡ヶ成こもれびｷｬﾝﾌﾟ 年中～小６ ５５ １２ ６７ 休暇村奥大山 7/27～28

余島長期少年ｷｬﾝﾌﾟ 小３～中３ １ ０ １ 余島少年ｷｬﾝﾌﾟ場 8/1～12

夏のﾌｧﾐﾘｰｷｬﾝﾌﾟ ファミリー ６４ ６ ７０ 黒木キャンプ場 8/3～4

新庄村もりもりｷｬﾝﾌﾟ 小１～小６ ４５ １２ ４７ 癒しの宿「やまなみ」 8/11～13

余島わんぱくｷｬﾝﾌﾟ 小１～小６ ８３ ２４ 107 余島野外活動ｾﾝﾀｰ 8/10～12

阿南ﾏﾘﾝｷｬﾝﾌﾟ 小１～６ ３８ ８ ４６ 阿南国際海洋ｾﾝﾀｰ 8/16～19

阿南ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｬﾝﾌﾟ 小３～中３ ３６ ８ ４４ 阿南国際海洋ｾﾝﾀｰ 8/16～19

夏のｳｴﾙﾈｽｽｸｰﾙ 小 1～６ ３１ １１ ４２ 岡山市近郊 8/16～18

沖縄わんぴーすｷｬﾝﾌﾟ 小３～高３ ２２ ４ ２６ 北山荘 8/20～23

さんさんﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ 年少～小２ ４０ ２０ ６０ 岡山市近郊 8/21～23

余島のびのびｷｬﾝﾌﾟ 小１～６ ５５ １０ ６５ 余島少年ｷｬﾝﾌﾟ場 8/21～23

呼子ﾌｫﾚｽﾀｰｽﾞｷｬﾝﾌﾟ 小１～６ ３２ ９ ４１ 呼子ｷｬﾝﾌﾟ場 8/25～27

地球人ｷｬﾝﾌﾟ in呼子 小３～高３ １３ ４ １７ 呼子ｷｬﾝﾌﾟ場 8/25～29

余島なかよしｷｬﾝﾌﾟ 年中～小２ ７９ ２１ 100 余島野外活動ｾﾝﾀｰ 8/26～27

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｷｬﾝﾌﾟ 小１～小６ １０ ２ １２ ホテル大山 8/29～30

ｻｯｶｰｷｬﾝﾌﾟ 小１～６ ３３ ８ ４１ ホテル大山 8/29～30

秋 OPキャンプ リーダー OP ２２ ０ ２２ 啓明学園前島学舎 10/13〜14

前島ﾌｧﾐﾘ−ｷｬﾝﾌﾟ ファミリー ４２ ６ ４８ 啓明学園前島学舎 10/12〜13

冬 冬のﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ 年少～小２ ３０ １６ ４６ 岡山市近郊 12/22～24

冬のｳｴﾙﾈｽｽｸｰﾙ 小１～６ ２２ １３ ３５ 岡山市近郊 12/22～24

新庄村クリスマス会 ６ 新庄村ふれあいｾﾝﾀー 12/25

わんぱくデイキャンプ 年長〜小６ ４０ １０ ５０ 高松市近郊 12/27〜28

ハチ高原スキーｷｬﾝﾌﾟ A 小１～中３ １０２ ２５ 127 ハチ高原ｽｷｰ場 12/28～30

ハチ高原スキーｷｬﾝﾌﾟ B 小１～中３ ８９ ２５ 114 ハチ高原ｽｷｰ場 1/11～13

雪と遊ぼうｳｨﾝﾀｰｷｬﾝﾌﾟ 年中～小６ ６５ １７ ８２ 休暇村奥大山 2/22～23

冬のﾌｧﾐﾘｰｷｬﾝﾌﾟ ファミリー ４２ ６ ４８ 休暇村奥大山 2/1〜2

春 長野ｽｷｰｷｬﾝﾌﾟ 小１～高３ ６３ ８ ７１ 長野蓮池ｽｷｰ場 3/27～31

五色台ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ 小１～６ ６９ １７ ８６ 五色台少年自然ｾﾝﾀー 3/28～29

合計 1501 405 1906

４）キャンプ引率担当者
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　４月　２日～　４日 春のデイキャンプ 三ツ橋武志・絹田倫子

　４月　２日～　４日 春のウエルネススクール 白鳥雅人・有安　紀

　５月　３日～　４日 ＧＷファミリーキャンプ 白鳥雅人・大西幾子・森石健太

　５月　３日～　４日 ＧＷ余島わいわいキャンプ 三ツ橋武志・有安　紀

　６月２２日～２３日 実技リーダートレーニング 白鳥雅人・三ツ橋武志・有安 

紀

　７月１３日～１４日 余島うきうきキャンプ 白鳥雅人・三ツ橋武志

市川　愛・山口一起・森石健太

　７月２０日〜２１日 にこにこデイキャンプ 三ツ橋武志・絹田倫子

　７月２３日～２５日 サマースクール 三ツ橋武志・有安　紀

　７月２７日～２８日 鏡ヶ成こもれびキャンプ 三ツ橋武志・有安　紀

田中悠紀子・森石健太

　８月　３日～　４日 ファミリーキャンプ 白鳥雅人・絹田倫子

　８月１１日～１３日 新庄村もりもりキャンプ 三ツ橋武志・山口一起

　８月１０日～１２日 余島わんぱくキャンプ 白鳥雅人・有安　紀

　８月１６日～１９日 阿南マリンキャンプ 有安　紀

　８月１６日～１９日 阿南ダイナミックキャンプ 三ツ橋武志

　８月１６日～１８日 夏のウエルネススクール 白鳥雅人

　８月２０日～２３日 沖縄わんぴーすキャンプ 白鳥雅人

　８月２１日～２３日 余島のびのびキャンプ 有安　紀

　８月２１日～２３日 さんさんデイキャンプ 三ツ橋武志・絹田倫子・大西幾

子

　８月２６日〜２７日 余島なかよしキャンプ 三ツ橋武志・市川　愛

　８月２５日〜２７日 呼子フォレスターズキャンプ 有安　紀

　８月２５日～２９日 地球人キャンプ in呼子 白鳥雅人

　８月２９日～３０日 サッカーキャンプ 有安　紀

　８月２９日～３０日 バスケットボールキャンプ 三ツ橋武志

１０月１３日～１４日 OPキャンプ 白鳥雅人市川　愛

１０月１２日～１３日 秋の前島ファミリーキャンプ 太田直宏・美時智子・江木広海

江木幸子・有安　紀

１２月２２日～２４日 冬のデイキャンプ 三ツ橋武志・絹田倫子

１２月２２日～２４日 冬のウエルネススクール 有安　紀

１２月２５日 新庄村クリスマス会 三ツ橋武志

１２月２７日〜２８日 わんぱくデイキャンプ 三ツ橋武志

１２月２８日～３０日 ハチ高原スキーキャンプ A 白鳥雅人・有安　紀

　１月１１日～１３日 ハチ高原スキーキャンプ B 白鳥雅人・市川　愛・有安　紀

　２月１日〜２月２日 冬のファミリーキャンプ 白鳥雅人・絹田倫子・八木香織

　２月２２日～２３日 雪と遊ぼうウィンターキャンプ 三ツ橋武志・市川　愛

　３月２７日～３１日 長野スキーキャンプ 白鳥雅人・有安　紀
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　３月２８日～２９日 五色台スプリングキャンプ 三ツ橋武志

５）リーダーシップトレーニング

日程 行事名 講師 参加者

　５／２３ 座学ベーシック① 有安　紀（YMCA せとうち職員） ４８

　５／２８ 座学ベーシック② 白鳥雅人（YMCA せとうち主任主事） ５２

　６／１２ 座学ベーシック③ 三ツ橋武志（YMCA せとうち職員） ４９

　６／２２～２３ 実技トレーニング YMCA せとうち主事・職員 ６８

　６／３０ 歓迎礼拝・委嘱式 服部　 修氏（日本キリスト教団蕃山町教

会）

６５

　７／４ 座学ベーシック④ 太田直宏（YMCA せとうち総主事） ６７

１２／１４～１５ スキー実技 スポーツネットプロスキースクール指導者 ４３

　３／２ 送別礼拝・感謝会 永松　清氏（日本ナザレン教団岡山教会） ６１

④国際教育活動報告　〔寄附行為第４条第４号・第５号〕
「国際社会で通用するコミュニケーション能力育成」のため、今年度も多くのプログラムを実

施した。世界に広がるYMCA ネットワークを有効活用するためにも、スタッフ・ボランティア

がそのことを体現していることの重要性を痛感しており、昨年度より継続して研修の機会を充

実させた。世間的にも「グロービッシュ」という概念が広まりつつあり、心理的アプローチを基

礎とした「英伝法養成プログラム」と通底する考え方が、いよいよ社会化したきたことに喜びを

感じている。社会の風潮として、英語の必要性が高まり、ニーズも確実に拡大してきている。

１）日常クラス 

プログラム 男 女 合計 前年同期

あさ英会話クラス ０ ３１ ３１ ３４
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よる英会話クラス ３ １１ １４ １４

土曜英会話クラス ２ ８ １０ １１

ひる英会話クラス ０ ０ ０ １０

幼児英会話クラス １２ ６ １８ ２２

小学生英会話クラス ２０ ２３ ４３ ３０

中学生英会話クラス ２ ２ ４ ４

高校生英会話クラス ２ １ ３ ３

グローバルキッズクラス ４　　 ７ 　１１ 　　７

自分表現力養成クラス 　　４ ２　　 ６ ６

グリムスクール ３ ０ ３ ５

ゴスペルクラス ０ ９ ９ １５

合　　計 ５２ １００ １５２ １６１

２）グローバルキッズクラブ　月例会

月　日 内　　容 ﾒﾝﾊﾞｰ ﾘｰﾀﾞｰ 合計

５／１１ 「仲良くなろう」 ９ ３ １２

６／１５ 「ニューヨーカーがやって来る！」 ９ ２ １１

７／１３ 「タイの水かけ祭りを楽しもう」 ２０ ３ ２３

９／２８ 「日本の文化・琴を弾いてみよう」 ６ ２ ８

１０／２６ 「ハロウィンパーティー」 １７ ３ ２０

１１／３０ 「台湾料理を作ろう」 ４ ２ ６

１２／１４ 「クリスマスをお祝いしよう」 ４ ２ ６

１／２５ 「ヨガとナンカレー作り」 ４ ２ ６

２／１５ 「合気道に挑戦しよう」 ４ ２ ６

３／８ 「ファイナルパーティー」 ８ ３ １１

３）国際協力事業
（インドネシアジョグジャカルタ　国際ワークキャンプ）
　 国際協力活動の一環として行っているインドネシア・ジョグジャカルタでの復興ワークキ
ャンプは、７回目を執り行うことができた。回を重ねる中で、現地との信頼感も強まり、こども
たちや若者たちが心待ちにしている状況もあり、今後ともこの関係を続け、より発展させてい
きたい。

　９月１０日〜１８日 インドネシアジョグジャカルタ　 ワークキャンプ（白鳥・有
安）
　　　　　　　　　　　　　　日本人６人、インドネシア人

（地球市民養成講座）
　日本 YMCA 同盟が主催している「地球市民育成プロジェクト」に今回も継続してリーダー、
スタッフを派遣した。今回からは台湾彰化、韓国晋州、インドネシアスレマンからもユースを派
遣していただき、協働してプロジェクトを開始する先駆けとすることが出来た。10年先を見通
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して、今後も継続して事業を行って行きたいと考えている。

　９月　１日〜　９日　　　　日本 YMCA 同盟主催　地球市民養成講座
　　　　　　　　　　　　　　トレーナー：太田ひかり、田中悠紀子
　　　　　　　　　　　　　　参加者：　　美時智子、岸原智美
　　　　　　　　　　　　　　彰化、晋州、スレマン各 YMCA より、総計８名

（東アジアピーストライアングル）
　東アジアピーストライアングル構想を実現するために、韓国晋州、台湾彰化それぞれのYMC
A と交流を深める事もできた。韓国には白鳥・山口スタッフが公式訪問し、台湾には、山下スタ
ッフを２週間にわたって派遣することができた。それぞれ胸襟を割って話ができたことは、今
後の具体的行動に繋がっていくと確信している。その結果として６月１日に、この３つのYMC
A間で以下のように協定が結ばれた。

私たちは、他者の喜びを喜び、悲しみを悲しみながら、
イエスキリストの示された愛と奉仕の業を行います。
①私たちは、過去の歴史に学びながら、こどもと若者たちの交流と友情を深めます。
②私たちは、アジアの平和のために働く人を養成するために職員の相互交換を行います。
③私たちは、互いの国や地域が災害など困難な状況があった場合、すぐに助け合います。

　６月１日　　　　　YMCA せとうち創立記念式典にて、協定締結
　８月　　　　　　　沖縄ワンピースキャンプを彰化 YMCA と共同実施
　８月　　　　　　　YMCA せとうち主催　イングリッシュディキャンプに林スタッフ参加
　８月　　　　　　　日本 YMCA 同盟主催　地球市民養成講座に３ YMCA より参加
　９月　　　　　　　山下浩由スタッフ　彰化 YMCA にて、スタッフ研修
１１月２５〜２８日　日韓 YMCA連絡会（蔚山・晋州）に白鳥、山口スタッフ参加
　１月２１〜２３日　日中韓ピースフォーラム（広島）に、太田、白鳥、山口スタッフならび 
　　　　　　　　　　に学生ボランティリーダー参加。
　３月　８〜１１日　東アジアピーストライアングル会議（彰化）に、正野夫妻、増田理事、
　　　　　　　　　　太田、安井スタッフが参加

３.公益事業②活動報告
①里親ファミリーホーム「操山寮」活動報告
１）ファミリーホームの先駆け、それは門田界隈から始まった

「いつどこで、だれと誰が出会ったか、それが大切なんだなあ（相田みつを）」

　ヒトは猿から進化することによって、人間になることができた。四足歩行の世界で生きるチ

ンパンジーは出産の折、自分で自分のこどもをとりあげることができるそうだ。しかし人間は、

二足歩行をすることができるようになったことで、産道が複雑化し、難産となり、他者の手を借

りなければ出産することができなくなった。つまり、私たちは生まれながらに「他者の力に頼る

事がなければ生まれる事ができない」という弱さを内包した存在であると言える。しかしなが

ら、その結果私たちは人とのつながりを創ることで、間を生きる存在となり「人間」となり得た

のだ。それゆえ人間は社会を形成し、他者と共に生きることが基本となった。ところが、「小泉改

革」なるものが進む中で、いつのまにか声高に「自己責任」が叫ばれるようになった。これは、「人

に迷惑をかけず、自分の事は、自分ひとりで完結しなさい。」という意味らしい。しかし前述のよ
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うに、私たちは生まれながらに人のお世話にならなければならない存在として「進化」したのだ。

ならば「自己責任」というメッセージは、私たちに「退化」を勧めていることと同義である。そう

考えると「自立」という言葉の意味も、「できるだけ多くの依存先をみつけること」と言い換えな

ければならない。「迷惑をかけない」のではなく、「助けて」と言えることこそが、人間として大切

な事柄なのだ。どのこどもたちも、この世に与えられた大切な奇跡の命であるにも関わらず、現

代社会はその存在を軽んじているような気がしてならない。そのこどもの生まれ出た家庭環境

によって、その人生が大きく左右される、そんな社会ではだめなのだと思う。私たちYMCA せ

とうちは、里親ファミリーホーム操山寮の運営を通して、「どんな命もが尊ばれる」、そんな社会

づくりの一翼を担いたいと考えている。人は出会いによって、変わる事ができる、そのためにも

そんな機会をたくさん創っていかねばならない。

　岡山は「晴れの国」と呼ばれる。読んで字のごとく非常に災害が少なく、結果的に助け合いの

必要性が少ない地域であるとよく言われてきた。しかしそれは事実であろうか。歴史学者であ

る E.H.カーの著書『歴史とは何か（What is History ?)』には、 ｢歴史とは、現在と過去との対話

である。現在に生きる私たちは、過去を主体的にとらえることなしに未来への展望をたてるこ

とはできない。複雑な諸要素がからみあって動いていく現代では、過去を見る新しい眼が切実

に求められている｡ ｣という言葉が書かれている｡そのような視点で歴史を紐解くと、日本の社

会福祉の先駆的働きが岡山で多く行われてきたことに気づかされる。中でも数年前マツケンこ

と松平建が主演し、映画にもなった石井十次の働きは特筆すべきものである。

　石井は1865年(慶応１年)日向の高鍋城下に生まれ、郷里で結婚し、教員を務めていたが医学

を学ぶために1881年(明治 14年)岡山県立医学校に入学した。在学中、キリスト教への求道を

深め、84年（明治 17年）に日本基督教団岡山教会にて洗礼を授かる。同時に孤児救済をなした

ミューラーの話に感銘し、市外の大師堂にいたひとりの孤児を引き取り、三友寺の一室を借り

て、孤児教育会を起こした。当時弱冠 22歳であった。

　89年（明治 22年）には「自分が人を救う道は、孤児救済事業である」と確信し、医学校を退い

て岡山孤児院を設立した。その運営は幾度も困難に襲われたが、創意工夫によってそれらを乗

り切り、多くの成果をあげた。1905年（明治 38年）には、東北の大飢饉のため院児が1000名を

越えたが、これらのこどもをも大切に育み、多くの人々から「石井のお父さん」と呼ばれ、心から

慕われた。救世軍を起こした山室軍平は「石井に近づくことは、火に近づくことだ」と言ってい

るが、まことに激しい炎のような生き方であった。この炎のような生き方にふれて、社会事業を

生涯の仕事としようと願った若者も数多くいたようだ。

　その石井十次が「孤児教育界」を設立する為に間借りした三友寺に、1900年（明治 33年）か

ら 6年間、岡山では当時珍しかった英国人の夫と日本人の妻からなる家族が暮らしていた。エ

ドワード＝ガントレットとその妻恒子、それがふたりの名である。国際結婚がきわめて稀な明

治 30年代に地方都市岡山で、夫婦は大変開かれた明るい家庭を築き上げていた。明治維新から

30年を経過していたとはいえ、社会の生活習慣、とりわけ男女の平等に対する感覚には封建時

代の名残がまだまだ強かった。にも関わらず、三友寺周辺の門田界隈と呼ばれる地域には、一種
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独特の開かれた空気が流れていたことが、そのよき家族を成立させていた要素のひとつであっ

たと思われる。

　家族が岡山に移住して来た時から時を遡る事21年前の1879年（明治 12年）、その門田界隈

の一角「東山」に居留地が創られ、３組の宣教師夫妻が住み着いた。とりわけペティー夫妻は、大

正時代初期に至るまで長きにわたって住み続け、岡山孤児院への支援を絶やさなかった。遅れ

た来日したアダムス女史は、自分自身で岡山博愛会を起こし、ペティー夫妻帰国後も門田界隈

で活動を継続するほどこの地に根を降ろしていた。マサチューセッツの大学で学びを終えた帰

国生「上代淑」は、1898年（明治 31年）母校である山陽高等女学校の教壇に再び立ち、門田界隈

に新たな空気を吹き込み始めていた。ガントレットファミリーは、このような門田界隈の空気

に自然にとけ込み、家族みんなで生活を楽しみ、暮らしていた。夫婦は３人の実子に加えて、ふ

たりの少年を家族として受け入れ、養育していた。ひとりは岡山で第６高等学校（現在の岡山

大学）に通学して、その後東京帝大に進み、卒業後建築家となった古橋柳太郎。もうひとりは

「からたちの花」の花の作曲者として有名な山田耕筰であった。

「からたちのはな」
　からたちの花が咲いたよ　　　白い白い　花が咲いたよ
　からたちのとげはいたいよ　　青い青い　針のとげだよ
　からたちは畑の垣根よ　　　　いつもいつも　とおる道だよ
　からたちも秋はみのるよ　　　まろいまろい　金のたまだよ
　からたちのそばで泣いたよ　　みんなみんな　やさしかったよ
　からたちの花が咲いたよ　　　白い白い　花がさいたよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（作曲：山田耕筰・作詞：北原白秋）
　山田耕筰は、わが母校関西学院グリークラブの大先輩。「からたちの花」「この道」「ペチカ」な

どの名曲で有名な日本を代表するこの大作曲家である。ところが、その著名な作曲家が、養子に

出され東京の施設で悲しい思いをしながら暮らしていたことを知る者は少ないのではなかろ

うか？ましてその音楽の才が、その後岡山の三友寺で「里子」として実兄姉のもと養育されたこ

とで開花したことを知る者は、ほとんどいないのではないか。もしあの時、姉が英国人エドワー

ド＝ガントレットと一緒になっていなければ、また姉夫婦が「里親となる」という選択をしてい

なければ、山田耕筰の人生は、全く違ったものとなっていたであろう。そのことは以下の文章、

「山田耕筰」の自伝「若き日の狂想曲」の一節からも推察されるのだ。

　「特に私など、育ち盛りだったので、すりへらした庭下駄のような薄い寄宿舎の弁当では、と
ても足りようはずはなかった。たまらなくなると、活版所の周囲の畑から、季節毎の野菜を手当
たり次第にとっては、生のままかじった。胡瓜、大根などはご馳走だった。茄子も二つに割って
塩でこすれば充分舌に乗った。どうしても駄目なのは南瓜だ。
　秋になると私の眼は輝いた。からたちの実が色づくからだ。はじめはすっぱくてむせかえる
ほどだったが、馴れると仲々よきものだった。殊に生の野菜と一緒に食べると、下手なサラダな
どより数等いい味だった。

　工場で職工に足蹴にされたりすると――活版職工は大体両手がふさがっているので、殴るよ
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り蹴る方が早かった――私はからたちの垣まで逃げ出し、人に見せたくない涙をその根方にそ
そいだ。そのまま逃亡してしまおうと思った事も度々ではあったが、蹴られて受けた傷の痛み
が薄らぐと共に、興奮も静まった。涙もおさまった。そうした時、畑の小母さんが示してくれる
好意は、嬉しくはあったが反ってつらくも感じられた。ようやくかわいた頬がまたしても涙に
濡れるからだ。

　からたちの白い花、青い線、そしてあのまろい金の実。それは自営館生活における私のノスタ
ルジア。そのノスタルジアか北原白秋によって詩化され、あの歌となったのだ。そうしたことか
らも、思い起すのは父と母のことである。末っ子の私を、いくら父の遺言であったにしても、獅
子がその子を岩穴に突き落すように、烈しい労働生活に押しやる事は たやすくできるもので
はなかったに違いない。それを敢えてした母を思うと、今もなお母の像の前にひれ伏したくな
る。」

　あの名曲「からたちの花」は、彼が最初に養子として過ごした叔父の家から通った「自営館」で

の思い出が結実したものであった。山田耕筰が実父を亡くしたのは1896年、耕作が10歳の時

であった。その後、キリスト教の伝道活動をしていたこの実父の遺言もあり、耕作は巣鴨宮下(現

南大塚)にあった自営館という施設に入館した。自営館は、苦学生に仕事を与え、自活させなが

ら学校へ通わせるための施設であった。もともとは日本キリスト教団巣鴨教会の初代牧師・田

村直臣が、芝白金にて開館していたのであるが、1894年(山田耕筰が入館する２年前)に今の場

所に移転された。自営館で暮らす学生は、帝大や早大に通いつつ、畑仕事や牛乳配達、活版所の

仕事に従事した。山田耕筰も又、13歳までの日々を館内の活版工場で働きつつ過ごした。この自

営館からは、山田耕筰を含む、多くの才能が巣立ったが、経営難から1919年に廃止。見かねた母

が再び引き取り、東京での暮らしを送っていたのだが、生来の病弱を思った家族が、次なる道を

探っていたその時、姉がエドワードと結婚をしたのであった。しばしの東京暮らしの後、エドワ

ードは乞われて第六高等学校の英語教師として、岡山に家族揃って赴任する事となる。そして、

山田耕筰も姉夫婦の里子として岡山で生活をする事となる。

　この姉は、 英人エドワアド・ガントレットと結婚した。が、義兄は私を親身の弟のように、あ
るいは弟以上に愛してくれた。十五の春、義兄に迎えられて岡山へ行った。ひとつには、岡山が
東京よりは、私の健康によかろうという姉の考えと、あれほど好きな音楽なのだから、自分が少
し指導して見てやろうという、義兄の好意からだった。義兄は、素人ばなれのした音楽愛好家で、
オルガンは特にうまく、英国の教会音楽者の免状も持っていた。夕飯後の義兄の奏くオルガン
は、何にもました喜びであり、ベートーベン、モーツアルトはもちろん、メンデルスゾーンの曲
などをはじめて耳にし、興奮してねられなかった。一つのメロディに金縛りにされ、むしろ苦し
いことすらあった。いつも義兄の側に立って、譜面めくりをさせられた。私は、眼を皿にして楽
譜を見おとすまいと焦った。

　半年ぐらいのうちに、ひと通りの楽譜は読めるようになった。夢中で楽譜の長短をはかり、高
低を調べて、私自身の楽典をつくりあげた。もとよりそうなると、もう譜面めくりでは満足でき
なくなり、自分でも楽器をいじり出した。義兄はいつも快く教えてくれた。生れてはじめて、吸
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いたくてならなかった空気を吸えるようになったのだ。作曲とまではいえないまでも、自作の
楽譜を書きつけたりしたのも、その頃からの事である。

　英習字や速記術、エスペラントも義兄から学び得た。エスペラントを日本に入れたのは義兄
だったし、その最初の弟子は私だったので日本最初のエスペランティストたる光栄は、今では
禿げた私の頭上に輝いているはずである。そして十六の歳には、ザメンホオフ博士から卒業免
状を貰った。その点からいうと、失礼ながら黒板勝美博士などよりも、私の方が先輩ではあるま
いか。その上義兄は英習字の名人でもあり、義兄の指導で、英習字だけは実によく勉強した。
　ついでながらピンポンも義兄が日本へ伝えたもので、従ってまた義兄の相手役をつとめ、そ
の方面でも日本最初のプレイヤアたるの光栄を要求することが出来るだろう。義兄は一たい玩
具が好きで、収入の半分はほとんど玩具の購入費に充てていた。英米の新着雑誌の広告を見て
は、目新しいものがあると、はるばる取り寄せては楽しむ、そんな人であった。」

　自営館時代の「からたちの花の傍らで泣いていた暮らし」とはうって変わった楽しげな日々

が目に浮かぶ。姉夫婦の愛情溢れた関わりが、耕筰少年の人生を大きく変えていったことが窺

い知れる。このような関係性が、耕筰の才能が開花させることの契機となったことは言うまで

もない。それが醸成されたのは、この夫婦の結婚観によるところが大きい。この恒子とエドワー

ドのカップル、日本の国際結婚の黎明期の話としても有名である。「たとえ恋愛による結婚であ

っても、相手を包み込む努力というのが、双方でいります」―。第二次世界大戦後、急に増えた国

際結婚について意見を求められた時、恒子はよくそのように答えたという。「その時自分がやれ

ることを精一杯やり、後は天に任せてクヨクヨしない」彼女が生涯つらぬいた姿勢であった。気

負いのない、肩の力の抜けた強さ、とでも言えようか。外国人との結婚は「罪悪」とさえみなされ

ており、実際、外国人と正式に入籍という形をとって結婚している日本女性は少なかった。一緒

に生活してはいても、あくまでも「一時的な妻」である場合が多く、そういった女性は周囲から

白眼視された。「日本の女に生まれておきながら、恥を知れ！」などという心ない言葉を投げつ

けられることも多々あったという。母親は泣きながら、「もしエドワードと結婚するなら親子の

縁を切る」と言い、日ごろは恒子のことを応援してくれていた母校の人々や宣教師までこぞっ

て反対の意を示した。「絶対にうまくいくはずがない」というのである。多くの反対の中、この結

婚について、親友であり、矯風会（正式名称は、日本基督教婦人矯風会。米国が発祥の世界的組

織で禁酒・廃娼・平和をめざす社会運動のことで、今も活動は続いている。）の同士であった矢

嶋楫子（やじまかじこ）が恒子に与えたのは次のような言葉であったという―。「私は大賛成

です。あなたのような身体の弱い人に、やさしく保護してくれる人の与えられたことは幸せで

す。日英間の強い正しい一つの楔とおなりなさい。祈っています」。

　それは、２人が知り合って４年、プロポーズからは１年半の月日が経った時であった。そして

ついに、恒子はエドワードと結婚することになったのである。エドワードとの結婚を承諾する

時、恒子はたった１つだけ条件を出した。それは、矯風会での活動を続けたい、そのための費用

は自分で捻出するから、というものであった。エドワードは快諾し、恒子は生まれた子どもの世

話に追われながらも、社会運動と教育事業に関わり続けた。しかしながら、1901（明治 34）年７

月には、岡山に創立された第六高等学校（現在の岡山大学）にエドワードが赴任することが決
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まり、一家は以後 15年間、東京を離れることになる。

　この岡山時代には、結婚生活に落ち着きが出てきたこともあって、恒子は山陽高等女学校で

英語とオルガンを教え始めた。30年近く慣れ親しんできた着物を活動的でないからと、思い切

って人にあげてしまい、洋服を着始めたのもこの時期からだという。当時は今のようにこども

の既製服を購入することなどほとんど不可能だったので、アメリカの通信教育で習って、こど

もたちの着る物はほとんど恒子が手ずから縫った。この頃、岡山で洋服を着ていた日本女性は

珍しかったというが、このエピソードからも、恒子がいかに勇気とチャレンジ精神に満ちた女

性であったか、うかがい知ることができる。

　当初は恒子とエドワードの結婚に猛反対した母も、この岡山時代には優しい婿にすっかり心

を許し、耕筰を里子としてガントレット夫婦に託すこととなった。耕筰少年は音楽に非常な興

味を持ち、エドワードが弾くオルガンの風入れ役なども、嬉々としてやったという。ただ、時々

調子を外すので、望んでも教会の聖歌隊には入れてもらえなかったようだ。しかし、メンバーに

はなれなくても、練習などを実に熱心に聴いていたそうである。耕筰はやがて、それまで通って

いた学校をやめ、音楽を本格的に学びたいと言い出した。恒子は反対したが、やはり音楽を愛し

てやまない、名オルガニストであったエドワードは耕筰の才能を認めて彼を支持した。

　理解ある義兄の頼もしいサポートがあったからこそ、耕筰は東京音楽学校（のちの東京芸術

大学）に進むことができたのである。『からたちの花』『赤とんぼ』『ペチカ』などの日本語の抑揚

を活かした心に響く美しいメロディーを生み出し、また、西洋音楽の普及にもつとめた作曲

家・指揮者山田耕筰は、義兄エドワードの存在なしには誕生しなかったといえよう。

　山田耕筰と古橋柳太郎、将来の進む道は異なったとはいえ、ふたりとも少年時代に岡山で里

子として家族同様の扱いを受けながら成長した。耕筰も含め、そろって音楽好きの明るい一家

を慕って多くの人が集まり、わざわざアメリカから「ゾボー」という、自分の声で奏でる珍妙な

楽器を取り寄せて、「ゾボー・バンド」なる楽団を作ってみんなで演奏したり、庭にテニス・コ

ートを作ってスポーツに興じたりと、ガントレット一家の岡山生活は誠に暖かさに満ちたもの

であったという。石井十次の岡山孤児院では、確かに多くのこどもたちが養育されていた。これ

は日本の社会福祉事業の黎明期の特筆すべき働きであることは間違いない。一方、ガントレッ

ト夫妻の働きを知る人もいない。否、夫妻は「働き」などとも思っていなかったかもしれない。む

しろ困っているこどもがいたから「当たり前」のように一緒に暮らした、それだけのことかもし

れない。ただ、日本においては、そんな当たり前が定着せず、今も「施設中心主義」で社会的養護

が展開されているのが現状である。今、やっと時代が追いつき、世界の「当たり前」に、日本が追

いつこうとしているが、まだまだ課題は多いと言える。あまりの課題の大きさに時に立ちすく

みそうになったり、できない理由を考え続けたりと、改革の速度は一向にあがりそうにない。そ

んな時に、思い出したい。大切な事は、当時者たるこどもたちの育ちであることを。「人は出会い

で、自らが成長する」のである。岡山孤児院の傍らで、ひっそりと、しかしながら確実に「二人の

日本の少年を家族として包み込み、生涯にわたって刻印されるような体験を与えることとなっ

たガントレット夫妻の働き」は、ファミリーホームの先駆けであるように思えてならないのだ。

２）　大切にしていること
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「志を果たして　いつの日にか帰らん　山は青きふるさと　水は清きふるさと」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（作曲：岡野貞一、作詞：高野辰之）

　この有名な「故郷」を作曲した岡野貞一もまた1893年（明治 26年）頃より、この門田界隈で

時を過ごし、石井十次やガントレット夫妻と同じ空気を吸い暮らしていた。鳥取に生まれた岡

野もまた、岡山に嫁いだ姉の元に里子のように身を寄せていた。そして、日本基督教団岡山教会

で宣教師からオルガンを習ったことが契機となって、作曲家への道を志した。彼が見て「美しい、

素晴らしい」と感じたわれらがふるさと。しかし、時代は移り、家族の形態や地域のあり方は様

変わりし、環境のみならず、こどもたちの安心安全をめぐる状況すら非常に危うくなっている。

今岡野が生きていたら、このような日本の状況をとても残念に思うであろう。私たちは、われら

が「ふるさと」の現状を看過してはいけないのではなかろうか。

　「肝苦しい」と書いて「チムグリさん」と読む。これは「他者の痛みや苦しみを思うと、自分のは

らわたが痛いほど苦しい」という意味を持つウチナグチ、つまり沖縄の言葉である。しかし、私

たちの現実はどうであろうか？「勝ち組、負け組み・自己責任」という言葉に象徴されるように、

他者への配慮や思いやりといった事柄は、どこかへ置き去りにされてしまったように感じるの

は、私だけではあるまい。しあわせとは何だろう？松山教会の牧師である上林順一郎先生が、

「幸せとは、土と￥から成り立つもの。すなわち、土地とお金を求める生き方であるのか」と揶揄

している。もちろんそうではなかろう。今の日本の状況を見ても明らかなように、そのような

「しあわせ」の在り方は、終わりにしなければならない。では、私たちがめざすべき「しあわせ」と

は一体何なのか。

　私たちが暮らす岡山の瀬戸内海には「長島」そして「大島」という名の小島が浮かんでいる。こ

こにはハンセン病に罹った方々の療養施設があったことで知られている。ご存知のようにかつ

ては隔離政策がとられ、本土と行き来するための橋すら存在しなかった。元患者の方々からお

話を伺うと、偏見と誤解で多くの差別が繰り返されてきたことが分かる。彼らとの対話を通し

て、「病気にかかった方に対する痛みを覚えない」ばかりか、「自分たちの目に触れないようにす

ることでその存在に気がつかないふりをしてきた」思いやりに欠ける自分たちの姿を思い知ら

されるのだ。

　聖書には、重い皮膚病人（ハンセン病）を癒すイエスキリストの記事が掲載されている。そ

の箇所は「イエスは、はらわたがちぎれる想いに駆られ」と訳されている。原語であるギリシャ

語は、splanchnizomai。これは、「内臓」すなわち腸や肝臓をさす名詞（splanchnon）に由来する。

当時、内臓は人間の感情の座であるとみなされていたため、同語は「憐れみ」や「愛」という言葉

に転化した。律法と偏見がゆえに誰もが忌み嫌い、近寄ることすらしなかったハンセン病の患

者の方々に、イエスキリストは自ら近寄り、助け起こしたと聖書は語るのである。「出会った人

の痛みに響きあい、弱者とされている人々と共にある生き方」。このような生き方こそを「仕合

せ」とよびたい。人と人がつながり、痛みや喜びに響き合って、「お互いに仕え合って生きる社

会」こそを再構築していかなければならないと思うのである。イエスキリストに倣うこと、それ

は、キリスト者がその範を示すことで、少しでも多くの方がチムグリさんを感じることができ
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る「愛に満ち溢れた社会を創りだすこと」と言い換えることができる。

　

　前述の岡野貞一は、93年に鳥取から岡山に移住していたので、石井の働きをつぶさに見、その

雰囲気に影響を受けたのではないかと推察される。石井、岡野、そしてガントレット夫妻。彼ら

はこのふるさとを少しでも良いものにしようと努力したに違いない。災害、犯罪、児童虐待。そ

のような事柄を通して危機的状況におかれている人々が増加している今の社会を彼らが見た

ら何をなそうと思うだろうか。たぶん勇気をもって一歩足を踏み出し、何らかの方法で愛を伝

えようとするに違いない。そのような先人のバトンを引き継ぐ使命がわたしたち岡山に暮らす

者には委ねられていると感じている。

　岡山 YMCA は2013年 3月 14日、創立60周年を迎えることが出来た。その歴史の源流に彼ら

は立っている。過去を通して、未来を展望するというカーの言葉を借りるならば、彼らの働きを

こそ私たちは見直し、受け継ぐ必要があった。そこで長い議論を経て、開設を決めたのが「里親

ファミリーホーム操山寮」である。ファミリーホームは、厚生労働省が2009年度導入し、資格を

持つ里親が、子ども 5～6人を引き取り、自宅や公営住宅などで一緒に生活する制度である。数

十人単位で暮らす児童養護施設に比べ、より家庭に近い環境が期待できる。西欧をはじめ世界

の国々では家庭を失った子どもの養護は里親制度が一般的であるが、日本ではやっと世界基準

に近づいた制度といえる。

　石井十次は、イエス・キリストに倣い、出会った孤児たちの親となり「岡山孤児院」を創設し

た。星島二郎らが中心となり、その一角に102年前、学生寮｢操山寮｣を建設。岡山大学の学生達

が有志の会「操友会」を結成し、信仰と生活を支え続けた。ところが近年は学生数が減少し、「学

生の退寮」が続出。操友会はその結果「寮は使命を終えた」と決断。そこで、2年前 YMCA に操山

寮の活用を委託されたのである。

　YMCA は長年、子どもたちのかけがえのない命を守り育む仕事に取り組んできた。神様によ

って命をいただいた一人ひとりが尊ばれるためにこそ、YMCA は働かねばならない。石井十次

が提供してくださった土地から始まった「操山寮」がその使命を終えた今、そこで新たに命を育

む仕事が誕生する意味は大きい。そう考えた私たちは、先人のバトンを受け継ぎ、2011年 5月よ

りその働きをスタートさせたのだ。

　石井十次が、その姿に魅せられたイエスキリストは、2000年の昔、当時の社会で構造的に弱

者とされていた人々と共に食事をし、愛を持ってその方々の人生に関わっていった。十次もそ

れに倣い、出会った孤児たちの親となり、実 に1200人もの子どもたちをケアする「岡山孤児

院」 を創設、運営した。その働きは何らかの理由で家庭を失い、行き場所を喪失した人々の

HOME を再構築し、彼らの自立のために共に生きるということであった。私たちYMCA は、そ

のバトンを引き継ぎ、人と社会の変革をなし続ける使命を託された群れである。折りしも公益

法人改革が、国政レベルで進行していた中、より公益に寄与する使命を具現化するためにわれ

われ自身が自己点検をし、革新すべきときが近づいていた。
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　住む家がない人のことを「ハウスレス」と呼ぶならば、家があっても家族の絆を失った人々の

ことを「ホームレス」と特にこどもの「ホームレス化」が進んでいる。そのようなこどもたちが増

える中で、多くの児童養護施設にも今や限界が近づいている。国では里親政策を進めてきたが、

この件数も伸びない。そこで新たに「里親ファミリーホーム」という政策が登場し、注目を浴び

ている。 YMCA は長年こどもたちのかけがえのない命を育む仕事に取り組んできた。神様に

よって、命をいただいた一人ひとりが尊ばれるためにこそ、YMCA は働かねばならない。石井

十次が提供してくださった土地から始まった「操山寮」が100年を経てその使命を終えた今、そ

こで新たに命を育む仕事が誕生する意味は大きい。そして、私たちには、ガントレット夫妻が示

してくださった「ファミリーホーム」の先駆けたるモデルもまた、同時に示されている。先人た

ちのバトンをつぎ、新たな時代の「愛に満ちたホーム」を創りだしていく使命を我らは託されて

いるのだ。

　YMCA はその歴史のスタートから「貧しきものの共なる集い」と称し、活動を続けてきた。イ

エスが腰にまとった手ぬぐいで、社会の片隅で這いつくばるように生きていた人々の足をぬぐ

われたこと、「他者は救えたのに、自分を救えない」と 嘲弄されたこと、そんなあり方に学ぶ時

がやってきた。政治の世界では、改革が声高に叫び続けられているが、未だ成果が見えない。し

かし思い出したい。ジョンレノンの「想像してごらん。みんなが、世界を分かち合うんだって。僕

のことを夢想家だと言うかもしれないね。でも、僕一人じゃないはず。いつかあなたもみんな仲

間になって、そして世界はきっと 1つになるんだ」という言葉を。大きな変革ではないかもしれ

ない。けれども地道に自分の隣人と共に生きようとする事柄が大切であると、私たちは学んで

いる。

　それゆえに、一見遠回りに見える小さな変革を積み上げていくことをこれからも続けていき

たい。いよいよ公益法人化する年、生まれ変わった姿を共に想像しながら、全身全霊をかけて働

いていきたい。その先に見えるもの、それはこのファミリーホームのような愛の響同体が地域

へと広がり、社会をより良く変革していくことである。
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３）YMCA の願う社会的養護活動

　私たちは「YMCA の願い」、「YMCA せとうちの使命」に基づき、現代社会で最も人権を侵害さ

れている子どもたちと共に歩む決心をし、公益法人化する機会に、ファミリーホームを設立す

ることを決意した。この設立の趣旨である「子どもの人権を守り、発達を保障し、自立をサポー

トする」ために以下の目標と課題を掲げ、職員・ボランティアとも一丸となって邁進している。

YMCA      の願い

YMCA では活動をとおして次のことを学びます。

①「自分のいのちとみんなのいのちを大切にすること」

②「家族、地域のひとりとして責任があること」

③「世界と地球を見つめ、考え、行動すること」

④「ボランティア精神とリーダーシップを身につけること」

⑤「すこやかな心とからだを育むこと」

YMCA では、これらを実現するために、「思いやり」「誠実さ」「尊敬心」「責任感」を、

すべての場面で大切にしています。

YMCA の活動は、年齢や性別、国籍や民族、また能力の違いや宗教にかかわらず、

すべての人にひらかれています。

Ⅰ．YMCA せとうちの特色

地域に根ざし、地域に奉仕する　  YMCA      せとうち  です。
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　YMCA はそのシンボルマーク（赤い逆三角形）に象徴されているように人々が「精神」「知

性」「身体」をバランスよく成長させ、幸せな人生を歩まれるように願って、1884年、キリスト教

精神にたつ青少年健全育成団体として、ロンドンにて設立され、日本では1880年に設立された。

　現在では世界135の国と地域に存在し、会員数は約3000万人、日本では約10万人という世界

有数の民間青少年国際団体である。

　岡山 YMCA は1953年に設立し、ボランティア活動を中心に、幼年期から老年期までの様々

なプログラムで、全人格的な交わりを通して成長できることを大切に考えて、様々な活動をし

ている。岡山 YMCA は、その歴史の初めから、一貫してこどもたちの育ちのサポートを行って

きた。

　キャンプや野外活動、サッカー・バスケットなどの活動には年間 2000人以上のこどもたち

が参加している。また、2006年からは岡山市立宇野小学校保護者からの求めに応じて職員を雇

用し、「学童保育うのクラブ」の全面的サポートを行ってきた。そのような働きの中から、児童の

社会的養護の必要性を痛感し、宇野小学校区内にある善隣館とさまざまな協働も実施してきた。

2009年には企業のボランティア活動を促進する「YMCA フィランソロピー協会」を立ち上げ、年

間の活動として、岡山市内の児童養護施設のこどもたちとボーリングを通した交流も行ってき

た。人は出会いによってその人生が大きく左右されます。このようにYMCA には社会資源とし

てのリソースが豊富に供えられており、こどもたちの豊かな成長のパートナーとして力を発揮

することができている。

　2013年 3月 14日に 60周年を迎えたこと、そして4月 1日の公益法人認定に伴い、私たちは法

人の名称を変更した。新たな名前は「公益財団法人 YMCA せとうち」。

私たちの良き働きが、岡山のみならず香川県や、四国地方にも広がっていくことを願い、新たな

目標に向かっていく願いを込めた名称変更である。今後は坂出市にあるイエス団の保育園や乳

児院との連携も視野に含めた運動を進めていきたいと願っている。

Ⅱ．事業目的

①ファミリーホーム「操山寮」は、児童福祉法に基づいた小規模児童養護施設である。

　家庭の様々な事情により、家庭で生活できない児童を受け入れ、家庭となって養い、

　健全な成長と自立ができるように支援します。

②家族再統合に向け、保護者支援をする。

③家庭的で、落ち着いた生活の中で、安心して暮らせるようにする。

④特性と専門的機能を生かし、更に地域との協力関係を大切にしながら、専門的養育が

　出来るよう努める。
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Ⅲ．歴史・立地環境の有効活用 

　ファミリーホーム「操山寮」は、岡山市郊外の長閑な住宅街の一角に位置している。四季折々

の豊かな自然に囲まれ、ホタルや様々な生き物が身近に暮らす日々である。それは「自然への畏

敬」の心を育むと同時に、「命の大切さ」、「命の循環」を普段の生活の中で学習することである。

また近隣の住民も今回のホームの開設に対して大変好意的な反応を示してくださっている。こ

れは、100年前に石井十次の土地を取得し、その精神を今日まで守り続けてきた学生寮「操山寮」

の寮生たちが、近隣の方々との関係性を大切にしてきたからに他ならない。ハウスとホームの

決定的な違いは、そこに関係性が介在するかどうかだと考えている。信頼できる大人との関わ

りが少なくならざるを得ないこどもたちが、このホームに来てさまざまな関係性を修復するこ

とが、その自立への大いなる支えとなることを確信している。

Ⅳ．養護目標

「家庭的雰囲気のなかで、他者の喜びや痛みと響き合って生きるこどもを育みます」 

①子どもの権利を守り、安全に安心して暮らせるよう、最善を尽くす。

・専門的な知識を持ち、実践力のある職員が「人を大切にする心」を持ってこどもたち　

　に接し、こどもたちと共に生活をしながら、安全安心を守る。

・環境整備に不断の努力を行い、安心出来る生活、遊びの場を提供する。
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②温かな家庭的雰囲気を持って、のびのびと明るく素直に育てるよう努力する。

・こどもたちが、愛されていると感じるまでの愛情を持ってかかわる。

・笑顔の絶えない私たちのもとで、少人数での生活単位を実現する。

・家庭に近い雰囲気と場の提供に努める。

・一人一人がのびのびと明るく生活出来るよう配慮する。

③感謝の心と礼儀を身につけ、社会性を養い、自立を支援します。

・当法人の理念を理解した職員によって、こどもの心が成長できるように養育する。

・こどもが社会性を営めるように体験学習の機会を提供し、自己選択の力を養い、

　社会に巣立てるよう支援する。

④家族と共に協力し、養育に取り組み、家族の再統合をめざす。

・家族を理解し、家族を受け入れる支援をする。

・こどもの養育に参加していただく機会を提供する。

・こどもと家族の絆を養い、家族再統合に向け支援する。

⑤児童の発達状況に合わせた治療的養育に努力します。

・発達に遅れや課題のあるこどもへ、適切な医療や教育が受け入れるよう配慮する。

・ケースカンファレンスの実施により、関係諸機関と連携し、支援体制を創る。

⑥地域ニーズに応えられるよう、子育てに関するネットワークを創る。

・地域の子育てニーズや地域福祉に、ホームの機能、設備を地域に開放する。

・自治会、学校、行政と連携し、こどもの見守り、支援体制を構築する。

・地域、諸関係機関への情報発信に心がける。

Ⅴ．関係機関との協力体制の確立

①児童相談所との連携

・ファミリーホームは、児童相談所との良好な連携のもとにすすめられてこそ、充実

　した成果を生み出すことができると考えている。児童福祉の最前線を担う仲間とし

　て特に児童相談所との相互理解を果たしていきたい。

②学校、地域との連携 

・学校との連携はファミリーホームの欠かすことのできない要件である。

・ホームの子どもたちが地域の学校において正当な地位を占め、充実した教育を受け　

　るために、ホームと学校は常に連携し、相互の理解を深め、協力関係を築いていく。

・当該地区である御野小学校では、YMCA が長年ユースバスケットの活動を行ってお

　り、先生方とのコミュニケーションは密である。

・子どもたちの生活が地域から引き離されることのないように地域との多様で積極的

　な交流を尊重し、地域社会の幅広い人々と人間関係を結ぶ。

４）経過報告
2010年

４月　１日　自立援助ホーム職員候補者として A氏を雇用。現在学童保育のスタッフと

　　　　　　して、宇野小学校特別支援学級支援員として勤務中。また関連する野宿

　　　　　　生活者を支える会のボランティアとして研修中。
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　　　　　　Yスタッフ　操山寮の管理のため、2009年に引き続き居住。

５月〜　　　Aスタッフを川崎医療福祉大学 TEEACH特別コースに聴講生として派遣。　　　

　　　　　　毎週　月曜日勤務終了後、通学。

５月２７日　YMCA 会員総会にて、標記プロジェクトを提案し、多くの支持の元可決。

７月　７日　岡山大学 YMCA操友会総会にて、操山寮の休止ならびに岡山 YMCA へ

　　　　　　の権利譲渡を含む支援要請を可決。

７月１２日　岡山 YMCA理事会にて、自立援助ホーム単独運営から里親ファミリーホー

　　　　　　ムを核とした事業展開の可能性を提示され、調査開始。

７月下旬　　岡山市こども企画課との協議開始。理事長同行。

　　　　　　自立援助ホームと里親ファミリーホームの併設に関して無理との答申。

８月上旬　　スタッフならびに太田総主事で、ファミリーホームの研究調査開始。

８月３０日　里親ファミリーホーム全国大会（於：福岡）に A・太田出席。

　　　　　　全国の仲間、特に北九州の土井ホームの責任者土井高徳氏の取り組みに

　　　　　　共感。以降、発達障害児を受け入れるホームの可能性を調査。

９月　３日　上記成果をもとに、再び岡山市との協議開始。

９月１７日　岡山市善林館館長三宅嗣朗氏（岡山ワイズメンズクラブ）の顧問として

　　　　　　の関わりを快諾。同施設職員の林先生夫妻に里親としての働きに関する

　　　　　　面接を実施し、前向きに考えるとの回答を得る。同時に元 YMCA職員の

　　　　　　I女史から非常勤としての勤務の内諾を得る。

９月１８日　成果を元に、岡山市当局と再交渉。熱意が認められ、届出れば許可との

　　　　　　内諾。同時に８００万円を上限とした施設改修補助も認められた。

10月　　　 より良い Home運営のため、べてるの家での見学、研修予定（A・太田）

12月１７日　YMCA 理事会にて、１１年度事業開始を決議。

12月２１日　岡山県公益認定相談会にて、事情説明。担当者了解。

12月２４日　石井十次募金キックオフ

2011年

１月１１日　ミサワホーム　川上常務と懇談、内容説明

１月３１日　三宅館長と懇談　今後の予定について

２月　１日　岡山市こども企画課と懇談。内容説明。職員体制に疑義表明。

２月　２日　Aスタッフと面談。善隣館との人事交流を決定。

２月　３日　岡山市こども企画課に人事変更を通達。会議に図る旨通達。

２月　５日　改修業者入札（３社）

２月　６日　改修業者決定　ミサワホーム中国　

２月　７日　こども企画課に、補助金申請書類提出

　　　　　　操山寮　備品最終チェック（ミサワ、操友会、H夫妻、太田）

２月　８日　山陽新聞紙上にて関連記事報道、以後募金増加

２月　９日　関係者全員によるファミリーホームコンセプト打合せ

２月１０日　補助金交付決定

２月１１日　東中国教区２．１１集会にてアピール
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２月１２日　操山ライオンズクラブ米林さんと懇談。支援を検討中。

２月１２日　ミサワホーム中国と正式契約

２月１７日　岡山県児童相談所、岡山市こども総合相談所に挨拶

２月１８日　研修会「プロジェクトうの」にてアピール

２月２２日　テレビせとうちにて報道（正野理事長取材）

　　　　　　操山ライオンズクラブ支援としてベッドの寄贈表明。

２月２２日　理事会にて、「操山寮」の名をそのまま残すことを決議。これは歴史と伝　　

　　　　　　統をしっかりと受け継ぐ意思を表明するため。なお、今後複数ホームの

　　　　　　展開の可能性もあるが、その場合はそれぞれに愛称をつけていく。

３月１１日　東日本大震災。被災児童受け入れの可能性を検討するも不可能との返答。

３月２５日　工事完成、消防検査、引渡し完了

３月２８日　林夫妻入居

４月　１日　建物完工、引き渡し、職員配置（S、E）、
　　　　　　開設準備作業（備品手配、保育計画作成、児童相談所挨拶等）

４月１６日　開設記念礼拝、オープンホーム

５月　１日　D君措置（１８歳／定時制高校３年生、就労支援活動のリサーチ開始）
６月　１日　K君措置（３歳／未就園児、幼稚園入園は時期的に無理）
７月２５日　徳島県ドルフィンセンターにホーム旅行。

　　　　　＊D君の将来の夢のひとつである動物トレーナーに向けて研修
７月　　　　べてるの家講演会開催
８月　　　　H君一時預かり（１５歳／中学３年生　津山市居住）、職員体制変更
８月２５日　ファミリーホーム全国研修会に参加（Sスタッフ、D君／会場：東京）
　　　　　　＊全国での広がりならびに自己の環境の認識
９月　１日　H君措置（津山の中学校から、岡山市立岡北中学に転校）

　　　＊一時預かりの経過良好で、正式にホームで生活を開始。登校ならびに　
　　　　進学指導の必要性が発生。

　　　　　　T君措置（１２歳／小学校６年生、昼夜逆転生活、御野小学校に転校
　　　　　　＊母長期入院による措置。登校指導の必要性が発生。
　　　　　　YMCA活動との連携模索ならびに開始
　　　　　　K君　未就園児クラスこひつじ入会　社会性の育成
　　　　　　　H君　個別学習支援クラス入会　　　学習、進学指導の充実
　　　　　　　T君　サッカークラス入会　　　　　集団活動体験、運動神経育成
　　　　　　　D君　他の YMCA の専門学校調査　 ホテル専門学校における奨学金

10月１日　　在籍者数　4名（定時制高校生 3年生、中学 3年生、小学 6年生、3歳児）

　　　＊Ｈ君、Ｔ君が富士山キャンプに参加。フクシマとの出会い、人気者に。

11月　　　　草間吉夫（高萩市市長・全国で唯一の児童養護施設出身の市長）講演会

　　　　　　全員参加し、市長のお話を伺い勇気をもらった。

12月　　　　在籍者数　4名（Ｔ君不登校気味。手厚いケアが必要・Ｈ君受験合格）

　　　　 　　＊Ｈ君、Ｔ君がハチ高原スキーキャンプに参加。初スキーを体験。

　　　 　　　ホーム全員で YMCA ファミリークリスマスに参加。

2012年

1月１４日   養育者夫婦が第３子出産。赤ちゃんがやってきて、こどもたち大喜び。

　　　　　 　シルバー人材センターより、給食介護者を斡旋いただく。

1月１７日　 小学６年生、春からの進学に向けて一時保護観察開始

３月３１日　Ｔ君退所、お母さんの元に帰る。

 ４月　      定員６人に対して、３人の在籍者。
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　　         ＊幼稚園年長　K君／支援高校１年生　Hくん／夜間高校４年生　Dくん

 ５月　      小学校４年生　S君入所

 ８月　      中学校３年生　K君入所、進路指導開始

 11月　      NPO法人フェアスタートとの連携により、Dくんの東京での就職決定。

 12月        中学校２年生　Y君一時保護委託、（母台湾籍のため、生活支援不可欠）

2013年

 １月　       Y君一時保護委託解除、退所。中学３年生　M君入所。

　　         ＊中高生の割合が増加し、進路／就労等の展望が求められる状況が増加。

 ２月　       K君の関西高校への進学内定、M君の操山高校への進学決定。

 ３月　       D君就職のため上京。

 ５月　　　　 小学校６年生　Y君入所。D君自己都合により退職。その後、再就職。

　　　　　　　幼児、小学生は YMCA の各種活動に日常的に参加。

　　　　　　　高校生の学習支援の為 YMCA の大学生リーダーが家庭教師として参加

 ６月　　　　 H君、就労に備え実習、アルバイト開始。

 ７月　　　　 岡山教会の教会学校キャンプにこどもたち全員が参加。

 10月　　　　YMCA ファミリーキャンプに、操山寮の全員が参加。

 11月　　　　岡山教会ならびに岡山 YMCA のバザーに、操山寮の全員が参加。

 12月　　　　岡山教会ならびに岡山 YMCA のクリスマス会に、操山寮の全員が参加。

　2011年のホーム開設から３年、「順調に問題だらけの日々」であった。私たち YMCA ファミリ

ーホーム操山寮は、先人達の姿に倣って「すべての命が、生きる意味を見出すことができる社会

の実現」をめざして、活動を続けているつもりである。それは、「最も小さくされた存在に寄り添

い、その人の伴走者となる」ことであり、その結果、「人に寄り添うという響同体の在り方が、サ

イレントマジョリティーを変革する」ことになると確信しながらの歩みである。

　しかしながら、まだまだ課題は多い。志は高くと自己認識しているが、そもそもが、社会的養

護という仕事の門外漢であったため、制度のことや仕組みの事などわからない事が多すぎた。

しかし思うのである。制度や仕組みは、「人を活かすためにこそある」はずだ。何かを為そうとす

る時の、「できない理由」してはいけないのだ。この仕事に関わらせていただいて思うのは、社会

福祉黎明期の頃の方々、石井十次やガントレットの「覚悟」のことである。制度や仕組みなど全

くなかったその頃、彼らが大切にしたのは、「目の前のこどもたちの将来を考え、全身全霊をか

けて行動する」ということだったと思うのである。翻って私たちはどうであろうか？「すべてを

こども中心に判断する事ができた」と胸を張って答えることができているだろうか。そのよう

であるためにも「どうすれば、このこどもたちが３０歳に成った時に、地域のなかでしあわせに

暮らすことができるのか」と自問自答する日々でありたいと願

っている。

　その夜半私は、義兄一家の人々と庭に集った。広大な庭の四隅
には篝り火が用意され、地には焚き木が堆く（うずたかく）積
まれた。義兄は記秒時計を手にして待機した。除夜の鐘が鳴った。

44



篝り火は炎上し、焚き火は燃え盛った。万歳の声は高く響いた。それは古き世紀を送る鐘の音で
あり、新しき世紀を迎える聖火であり歓声であった。義兄は憾として言った。「二十世紀を迎え
た新しい世紀のために祈ろう!」そして黙祷した。私にはその真意が判らなかった。が、なにか胸
は躍った。それは岡山の義兄の邸内であった。それは岡山の義兄の邸内であった。私が、15、16と
指折り数えた忘れ難い除夜の光景である。
　その年の秋、私は関西学院の校庭で作品第一を書いた。それは16小節にも充たぬ合唱曲では
あったが。（山田耕筰「若き日の狂想曲」より）

　一隅を照らすという言葉がある。「一隅」とは今あなたや私のいるその場所のこと。家庭や職

場など、自分自身が置かれたその場所で、愛を実践することこそ、何物にも変えがたい行いなの

である。もし山田耕筰が岡山で里子として暮らし、その後関西学院に進学し、グリークラブに入

部していなければ、日本の音楽界は全く違ったものとなっていたであろう。ガントレットや石

井十次のように自分のためばかりではなく、誰かのしあわせを求めていきたい。ひとりが光れ

ば、誰かも光る。そんな小さな光が集まって、日本を、世界を照らすのではなかろうか。先人の生

き方はそれを証明している。目の前にある問題に誠実に対処する、そんな小さな積み重ねを続

けていきたいと願っている。

４.収益事業活動〔寄附行為第４条、第９項〕
①施設提供事業
　YMCA せとうちの建物の一部を、志を同じくするグループや団体に提供している。

岡山県キャンプ協会・岡山県シェアリングネイチャー協会

岡山ワイズメンズクラブ・きびのくにシェアリングネイチャーの会

エジソンイングリッシュモンテッソーリ・日本キリスト教団東中国教区
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５．リーダーシップ

代表理事　：正野隆士、太田直宏

理　事　　：蔵知　武、中野　浩、三浦克文、白鳥雅人、増田利郎、

評議員　　：宇野　稔、北川弘子、蔵知　晋、谷川明義、由良眞言、洲脇美智子、

　　　　　　家光大蔵、岡本宣夫、山根公道、永山久人、三宅嗣朗、永松　清、

　　　　　　米良重徳、

監　事　　：河田英正、菊池捷男

大学生　　: 石下寛子、市田万佐子、稲毛沙織、井上敦子、入江佳林、大久保明記、

リーダー　　大西　栞、岸原知美、志智亜希恵、中嶋千晶、福岡理子、細川恵里

　　　　　　上原咲季、久山夕貴、田中愛美、谷本泰子、次田佳織、友田裕弥

　　　　　　藤岡　望、井上カンナ、入江美緒、宇津晴夏、江川友斗、岡村彩音

　　　　　　小野典子、清原美優、黒島和香、志水　黎、妹尾知子、滝澤綾芽

    都築知恵、手塚紗希、長須小百合、沼本沙織、平野雄一、真部香苗恵

    望月愛里、望月美里、山本華奈、宮根元気、浅野朱梨、荒井杏子

　　井上大吾、井上　緑、上野菜月、尾形有祐美、岡村拓哉、河合真美

　　　　　　小林　愛、坂口　萌、妹尾宜和、高木理沙、立川真理、千野根千帆

　　　　　　辻本汐里、難波幸子、八田まどか、平松梨花、槙本千紘、丸山莉果

　　　　　　吉井菜那子

             

非常勤職員：吉田智子、絹田倫子、大西幾子、太田　泉、森末典子、八木香織、

　　　　　　板野昇子、Paul Delrey、Masniah-Binti-Morshidi、

　　　　　　本伊恵美、藤田（中山）裕子、金承換（Kim-Seung-Wha)、

主事職　　：白鳥雅人

専任講師　：Matthew Elliott、Paul Watson

専任職員　：安井真紀、市川愛、美時智子、三ツ橋武志、山口一起、江木広海、

　　　　　　有安紀、田中悠紀子、山下浩由、江木幸子、

総主事　　：太田直宏
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日本YMCA基本原則

私たち日本のYMCAは、
イエス・キリストにおいて示された
愛と奉仕の生き方に学びつつ、
世界のYMCAとのつながりのなかで、
次の使命を担います。

私たちは、
すべての人びとが生涯をとおして
全人的に成長することを願い、
すべてのいのちを
かけがえのないものとして守り育てます。
私たちは、
一人ひとりの人権を守り、
正義と公平を求め、
喜びを共にし
痛みを分かちあう社会をめざします。

私たちは、
アジア・太平洋地域の人びとへの
歴史的責任を認識しつつ、
世界の人びとと共に
平和の実現に努めます。



YMCAは、
子ども・家族・地域社会を育み、共に支えあう社会作りを目指し、
ボランティアによって運営されています。
 
YMCAの活動は、
年齢や性別、国籍や民族、また能力の違いや宗教にかかわらず、
すべての人にひらかれています。
 
YMCAでは
活動をとおして次のことを学びます。
「自分のいのちとみんなのいのちを大切にすること」
「家族、地域のひとりとして責任があること」
「世界と地球を見つめ、考え、行動すること」
「ボランティア精神とリーダーシップを身につけること」
「すこやかな心とからだを育むこと」
 
YMCAでは、これらを実現するために、

、を」感任責「」心敬尊「」さ実誠「」りやい思「
すべての場面で大切にしています。

YMCAの願い

Set


