THE YOUNG MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION OF KAGOSHIMA
鹿児島YMCAの使命

私たち鹿児島YMCAは、生涯を通して学び、豊かな人づくりのために働きます。 人と自然が共生できる地球環境をつくるために働きます。
心身ともに健康にくらせる社会をつくるために働きます。 愛に満ち、痛みを分かち合える社会をつくるために働きます。
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鹿児島Y始動の年。新年のご挨拶
田上容正評議会会長が、医師の立場からボランティアを語る。
鹿児島ＹＭＣＡ

使っています。しかし、ここでＹＭＣＡが言う「いのち」

００万人、すなわち

会員と職員の皆

とは子供の生きる権利、生活する権利、強いて言

人口の約３分の1

様、全 国ＹＭ ＣＡ

えば神が与えた自然や動物の命、地球環境にも

の人がボランティ

関係者ならびに

及ぶのではないかと思います。

ア活動をしている

ご支援いただい

ですから参加された会員の方々が募金活動を

た 皆 様、新 年 明

通して、人間はお互いに助け合い、貧しい人や病

日本でのボランティアといえば、素人で暇のあ

けましてお目出

気に苦しむ人をいたわり、悩んでいる人に優しい言

る人がすると考えられがちです。海外では、暇と余

とうございます。

葉をかけてあげる、そして生きるものを可愛がり、

裕のある家庭の主婦がやれば良いというような考

いわゆる生命の尊厳に対する畏敬の心を、決して

え方はまったくありません。ちゃんと仕事を持ってい

忘れないようにしていだきたいと思います。

る人が、自分で時間を作り、自発的に自分の能

区切りのよい
2010年という新しい年を、皆様とともに迎えられま

といわれます。

す こ と を 心 か ら お 喜 び 申 し 上 げ ま す。

随分前の話ですが、インドシナ半島の難民キャ

力に応じて、自分の経験を生かし、趣味などで

「まことに日に新たに、日々に新たに、また日に新

ンプに重病で衰弱しきって、流動食も、薬も受けつ

蓄積されたものを提供する。それがボランティア

たなり」

けない一人の孤児がいました。両親も兄弟もいな

活動です。

中国の儒教の経典「大学」にある言葉です。毎

い、知っている人もいない状況の中で、ひと言も話

アメリカのヒューストンにあるガン専門病院には、

日毎日が新年のつもりで、新たな気持ちで出発す

さず、じっと空を見つめたままで、国際赤十字の医

毎週土曜日午後から、白血球で余命いくばくもな

るようにと教えています。初心を忘れないように、た

師団もあきらめかけたときでした。このキャンプで

い子供達のために音楽を授業する音楽家がいる

ゆまず努力をしなければならないと諭しています。

ボランティアとして働いていたある日本の青年が

そうです。病院や施設に行き、掃除をしたり、病人

昨年はＹＭＣＡ創立の準備に奔走した一年でした

特別に許可を得て２日２晩、蚊に刺されながら、昼

の身の回りを世話したり、話し相手になってやった

が、今年は、いよいよ鹿児島ＹＭＣＡの本格活動を

夜にわたって、この孤児の頭をなでたり、口づけを

り、何でもしようと思えばできることです。

開始し、社会からはその存在感を問われる「始まり

したり、耳元で子守唄を歌ったりして、ずっと付き添

人は命ある限り、生きるという意義を見つけて、

の一年」となります。皆様とともにＹＭＣＡの一員とし

いました。すると3日目にその孤児は青年の目を

何らかの価値観をもつことが大切です。ボランティ

て、「日々を新たな」気持ちで社会への貢献に邁

じっと見つめてにっこり笑いました。

アの仕事は、人に奉仕すると同時に、自分自身を

進していく決意であります。

そして薬や、食べ物を受けつけるようになり、命

見つめ、そして、自分自身を磨くことになります。

ところで、年の瀬が迫った鹿児島市の天文館

が助かりました。「自分をこんなに愛し、大切に思っ

つまり、自分自身を創造することに他ならないの

で、鹿児島ワイズメンズクラブのご協力をいただい

てくれる人がいる、自分はどうでもよい存在ではな

です。そこには、いろいろな人に接する時、本当に

て、「ＹＭＣＡ国際協力募金」活動を行ないました。

かったのだ」と絶望が希望に変わったのです。これ

優しい心が生まれてくる筈です。このような思いで

まだＹＭＣＡの体制が十分でない中で、さっそく募

を見ていた医師団たちも「愛は食に勝る、愛は薬に

ボランティアに取り組めば、ＹＭＣＡでの活動もきっ

金活動を通して地域に出て行ったボランティアの

勝る、人間に求められているものはこれだ」と感動

と楽しいものになるのではないでしょうか。

方々に心から感謝を申し上げます。

したといいます。

この募金活動のポスターに「子どもが未来を創
るーかけがえのない いのちと平和」というコピーが

この日本青年の、ボランティアを超えた優しい心
が「かけがえのない小さないのち」を救いました。

目に留まりました。医者である私にとって、病と死

わが国のボランテイア活動はアメリカに比べ、

同様「命」という言葉は、医学的な見地で頻繁に

30年遅れているといわれています。アメリカでは８０

（たのうえ やすまさ）
40年にわたる種子島の地域医療に携わり、社会福祉法人な
どの事業も行なっている。長年の実績が評価され、平成19年
医療功労賞を受賞。また翌年は県民表彰を受賞した。
日本キリスト者医科連盟会員、日本尊厳死協会会員の他、多
くのボランティアをサポートしている。

子供たちのクリスマスキャロルが「みなと大通り公園」に響き渡る
12月２３日（水）、鹿児島市役所前みなと大通

スグループ。トップバッターとしてステージに立ち

り公園の野外特設ステージで開かれた「ハッピー

ました。用意していた子供たちのバックミュージッ

クリスマス２００９」に、今年もYMCAインターナショ

クが使えない、慣れない音源を使うというトラブ

ナルスクールの子供たちが招待されました。

ルに見舞われました。しかし、トラブルにもめげず

ゴールドのローブとサンタの帽子のコスチューム
に身を包んだ「KYISリトル・エンジェルス」のコーラ

天使のような歌声とキュートさで会場を魅了し、
多くの拍手をもらっていました。
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寒空の中、初めての街頭募金活動。《YMCA国際協力募金》
鹿児島市天文館地区で実施。地元紙でも報道され、YMCAの働きを市民にアピールする
ク ラ ブ 会 員、そ し

児島YMCAでは、来年度は今回の経験を踏まえ、

てボーイスカウト

法人賛助会員社の協力を得て、大規模な募金活

鹿児島22団が協

動を予定しています。

力 し ま し た。70 歳

今回の募金活動のリーダーを務めた谷村義博総

代から幼稚園児

主事(取扱）は、このように感想を述べました。「自

まで幅広い年齢

分にとっても街頭募金は始めての経験。多くの市

層の会員延べ60

民にYMCAの存在を知らしめることができたのも

人 が、あ わ た だ し

別の面での効果がありました。」

い年末の繁華街

さらに街で見かけた若者たちに関して「街頭に

で、声を枯らして、

立って、若者の募金協力の姿に感動をしました。多

道行く人たちに協

くの高校生が少ないお小遣いのなかから、10円や

力を呼びかけてい

100円の募金を積極的にしていたし、大人が目を

ました。

しかめ偏見を持つ様なファッションをした若者たち

最初は戸惑って

が募金に参加する姿を多く見かけましたが、『今の

い た 子 供 た ち も、
インターナショナ
ルスクールのカレ
10月に創立された鹿児島YMCAにとって、最初

ン先生から、募金の意味を教えられ、子供なりに理

の社会奉仕の活動をしました。12月23日（水）と

解を示したようで、恵まれない世界の子供たちの

27日（日）の2日間にわたって、「YMCA国際協力

ために可愛い声を上げていました。

募金」活動が、鹿児島市の天文館でおこなわれま
した。

こ の 協 力 募 金 は、日 本 YMCA 同 盟 が 全 国 の
YMCAとともに毎年実施しているもので、2008年

天文館アーケードと同じくG3アーケード街の2箇

度は全国で６,450万円を集める実績がありました。

所で実施された募金活動は、YMCAインターナ

もちろん鹿児島としては初めての参加でしたが、

ショナルスクールの子供たち、鹿児島ワイズメンズ

2日間で214,003円を集めることができました。鹿

若者は捨てたものではないと、見直した』と同時
に、このようなチャリティーの心を、社会に出たとき

YMCAインターナショナルスクール

多くの来場者を迎え「クリスマスショー」開催

に摘み取らずに、育てていかなければならないと真
剣に思いました。このことがYMCAに与えられた使
命ではないかとも考えました。
それに比べ、身なりのいい人たちの募金が少な
かったこと・・・」

恒例の「KYIS2009年クリスマスショー」が、一年

なお、この募金活動の様子は、クリスマス当日の

を締めくくる大きな行事として開催され、大勢の保

25日の南日本新聞に紹介されました。

護者や家族が鹿児島YMCAのオードトリアムに詰
めかけました。
12月1３日（日）午前10時から行なわれたショー

ら
世界のYか

は、イエスキリストの生誕を祝うページェント（聖誕
劇）が園児の手で演じられました。さまざまな役に
応じてカラフルな衣装や振り付けが工夫されてい
ました。 アメリカでも小学生3年以上でなければ
難しいこの劇、今年は新型インフルエンザで学級
閉鎖があり、稽古不足でしたが、園児たちは精一

クリスマスキャロルが披露されました。その後、子

杯の挑戦していました。ショーを担当したネッシー

供たちの嬌声の中、ステージにはジーナ先生のご

先生も満足な様子でした。

主人アランが扮するサンタクロースが登場して一

そして２部は、同じく園児によるクリスマスキャロル

人ひとりにクリスマスプレゼントを渡した後に、そ

の数々。オードトリアム内はクリスマスムードが最高

それぞれが家族といっしょに記念写真におさまっ

潮に盛り上がりました。

ていました。

ランチはPTAのお母様方のボランティアで、サンド

また、YMCA最初のプログラムである「チアダン

ウィッチパーティーが開かれました。それぞれの家

ス教室」インストラクターによるデモンストレーショ

族が交流を深め、楽しいひと時を誰もがエンジョイ

ンなどもあり、会場は熱気であふれかえっていま

していたようです。

した。またロビーではPTA会員による各種ファン

ランチ後は、卒園生を中心にした、小学生による

②

ド・レイシングが行なわれてました。

中国・広州YMCA 北京
YMCA100周年記念式典
11 月 9 日 ～ 14 日、中 国 の 広 州 YMCA と 北 京
YMCAの成立100周年の記念式典が開催され、
日本から約40人が出席しました。世界YMCA同
盟のバート・シャハ総主事やアジア・太平洋YMCA
同盟の山田公平総主事、また海外7力国からも出
席があり、盛大な式典となりました。
気温30度の真夏のような広州では、市内の大き
な英雄公園に特設野外ステージが設けられ、花火
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今月より、事務局に経験豊富な主事を採用。
発行人の
ひとり言

鹿児島出身。熊本ＹＭＣＡに15年勤務 －－－－ 永原幹彦 新主事
1０月28日(水）午後6時から一般財団法人

師の勧めもありま

鹿児島YMCA理事会が開かれたました。第4

したが、何より子

号議案で幹部職員採用について審議され満場

ども達の為に社

一致で決議されました。
鹿児島YMCAにはYMCAに勤務した経験
者が職員にいないため、今後の展開に苦慮して
いました。日本YMCA同盟から出向してもらうに
も大きな経費がかかります。ところが県内から最

谷村 義博

会体育を実践し

総主事事務取扱
代表理事

ている職場で働
けることに期待し

「新年に愛を誓う」

就職を決めまし

｢愛の反対語は嫌悪ではない。無関心で

た。
働き始めてす

ある｣。 これはマザーテレサの言葉だ。日

ぐに、熊本ＹＭＣＡ

頃、インターナショナルスクールの子供たち

の 働 き は、社 会

に「愛」について教えている。でも「ちょっと

テップまで終了し、最後の論文審査をパスすれ

体育に留まらず、広く地域社会の為になされてい

待って。そういう自分は『愛』を果たして実行

ば認証主事として総主事資格が取れます。

ることがわかりました。特に「すべての人々がひとつ

してきたのだろうか」「困った人がいた時、無

となるために」という使命をもって働くことの意義を

関心を装い、無視していないだろうか」・・・

知りました。

問いかけてみると、まったく自信がない。「見

適の人材を見つけ出すことができました。
永原新主事はYMCAの主事研修も第二ス

神さまからのギフトでした。どうか皆さまで育て
てあげてください。

《 新任のご挨拶 》
今年から鹿児島ＹＭＣＡで働くことになりまし
た。どうぞよろしくお願いします。
私は、鹿児島県薩摩川内市に生まれ、大学ま
でを鹿児島で過ごしました。鹿屋体育大学卒業

鹿児島ＹＭＣＡは、熊本ＹＭＣAと同じ、更には世
界のＹＭＣAと同じ使命を持って鹿児島の地に生ま

ざる、言わざる、聞かざる」という言葉がつ
ぶてのように自分に飛んでくる。

れました。この使命に加えて鹿児島ＹＭＣＡには４つ

毎月送っていただいている熊本YMCA

の使命があります。鹿児島においてこの使命を実

ニュース。総主事の堤さんが毎月執筆して

現する為に私たちの働きがあります。

いるコラム欄名は「アガペー」。堤さんの高潔

後は、熊本ＹＭＣＡに就職し１５年間勤めました。在

ＹＭＣＡは、多くのボランティアの皆様によって支

なお人柄が表われたコラムで、毎月教えを

職中は、アメリカ・テキサス州サンアントニオYMCA

えられています。このことが先の使命「すべての

いただいている。この「アガペー」という言葉

に一年間の派遣という機会にも恵まれました。そし

人々がひとつとなるために」につながります。すでに

をはたして何人が知っているだろうか。日本

て退職まで“みなみYMCA”の館長を勤めさせて

鹿児島ＹＭＣＡには、法人賛助会が設立され、県内

語や英語では「愛」ひとつだけ。しかし、ギリ

いただきました。

の多くの企業にご入会いただいております。そこ

シア語では「愛」を表現する言葉が三つあ

その後、家族の事情もあり鹿屋に帰省し６年間

で、そこに働く多くの皆様の思いとともに、地域社

る。そのひとつ「エロス」は男女の性愛を意

が過ぎました。ところが、昨年鹿児島ＹＭＣＡ設立

会の為に貢献していく機会を提供していくことが

味する。「フィリア」は親子、兄弟、友人間の

のニュースを聞き、心のときめきを抑えることがで

大切であると考えます。

愛である。最後の「アガペー」は、無償の愛、

きませんでした。何故なら、新卒で入職したＹＭＣＡ

鹿児島ＹＭＣＡは、設立されまだ２カ月を経過し

無限の愛、すなわち神の愛である。自分に

という世界を、自分では忘れることのできない存在

たばかりです。しかしながら、賛助会を始め、報道

も っ と も 求 め ら れ て い る の は、こ の「ア ガ

となっていたからです。

によりＹＭＣAの設立を知った皆様から問い合わせ

ペー」と言う愛である。

私が、熊本ＹＭＣＡで働くきっかけになったのは、

をいただいており、少しずつ人の輪が広がっていま

新年にあったって、自分に言い聞かせ、心

大学時代に社会体育を専攻し、当時から社会教

す。私は、鹿児島ＹＭＣＡが、人と人とのつながりに

に決めた。「よし、今年からは愛を実践に移

育団体として、子ども達の為に社会体育を実践し

よって、今後更に大きな輪が広がっていくように尽

そう」と。YMCAの職員として、今後ボラン

ていたＹＭＣAのことを恩師から聞いたからです。恩

力していきたいと思います。 （永原 幹彦）

ティアを通して社会貢献を求められている。
「アガペー」の考えを自分にしっかりと植付
けないと、人間の思いだけの愛は簡単に燃

や鳩が放たれる中国らしい壮大なパフォーマンス

例に発題を行いました。

が繰り広げられました。また、氷点下5度の雪景色

式典後には日中YMCA連絡委員会が行なわ

の北京では、広大な敷地の中にある北京友誼賓

れ、双方の各YMCAの総主事が出席する中、同済

館で行事が行なわれました。いずれもYMCAの監

大学の蔡建国教授からこれからの日中関係につ

督官庁である宗教局主催の晩餐会が行なわれた

いての講義があり、民間交流の大切さとYMCAの

のが、中国の特色と感じました。

果たす役割への期待が述べられ、双方の今後の

広州YMCAでは、式典の前に、2006年から交流

交流事業の意義を再確認しました。

が始まった和歌山YMCAとのパートナーシップ締

今回の記念式典と一連の行事は、同じ理念と使

結式が行なわれ、それぞれのYMCAの理事長、総

命を共有する国際団体としてのYMCAの素晴らし

主事の署名とともに締結の文書が交わされまし

さを、改めて強く感じることのできるものだったので

た。続 い て、『グ ロ ー バ ル 経 済 危 機 下 に お け る

はないかと思います。

YMCAの戦略』をテーマとした国際フォーラムが行
なわれ、日本からは島田茂同盟総主事が、日本の
青少年のさまざまな課題について、「ひきこもり」を

(和歌山YMCA井之上芳雄)
＊当記事は日本YMCA同盟発行の「The YMCA」１ ・２月号から
の転載

え尽きてしまう。世界を見渡せば、多くの
人々が飢餓や病気、紛争で苦しんでいる。
いろいろなお手伝いをしたいという気持ち
がある。
再びマザーテレサ。彼女が来日したとき
の言葉。「日本人はインドのことよりも、日本
のなかで貧しい人々への配慮を優先して
考えるべきです。愛はまず手近なところから
始まります」 そうだ、まず会員の皆さまと、
鹿児島のために何ができるか話し合い、
いっしょに考えてみよう。
最後は神の言葉。クリスチャンでなくても
この聖書の一節は重く心にのしかかる。「い
つまでも残るものは、信仰と希望と愛です。
それらのなかで最もすぐれているのは、愛
です」

（コリント人への手紙 第一 13章13節）
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本を出版した上薗登志子さん

『未来に向かって「今」を生きる』
日本YMCA同盟総主事

島田 茂

今月で180号をむかえ
る鹿児島の文芸誌『随筆

最近、哲学者・森有正の「経験と体験」という

わ れ、大 学 に

かごしま」の主宰、上薗登

思想が、現代を生きる私達への警告として頭を

入るとすぐ就

志子さん。いつもは編集

よぎります。

職 活 動。い っ

者の立場が、今度は書き

「体験」は、一度または数度「やったことがある」

たい子ども達

手となって、ついには書籍

ということを意味し、年配の方が過去を振り返っ

は、成 長 の 過

となって全国の書店に並

て話すように、過ぎ去った出来事として語られま

程でいつ「今」

べられた。

す。これに対して、「経験」とは「繰り返しその事

を生きること

本のタイトルは彼女の

柄を行い、未来に向かって修得していこうとする

ができるので

ニッネームをとって「ガハハおばさんの直感随想録」(東京・

行為」とされています。楽器を修得することも、武

しょうか。じっく

日本橋/燦葉出版社/定価1,575円）。本になるきっかけは

道を極めることも、泳げるようになることもすぺて

り自分の意志

同じ鹿児島YMCAの会員でもある出版社の社長白井隆

「身に付ける」ことであり、「やったことがある」とい

で、やりたいことをとことん経験することがなく

之さんが、来鹿の際、彼女の「随筆かごしま」が目に留まり

う「体験」とは別物です。私はピアノを弾いたこと

なっています。そして、入学試験に合格するため

出版にこぎつけた。

がありますが、私の指からは、大好きなバッハの

に、経験を伴わない知識の修得にあまりにも多

音楽の本質は理解されないということです。

くの時間を費やしていないでしょうか。

昨年、11月26日（木）、鹿児島サンロイヤルホテルで出
版社と鹿児島YMCAが共催して、出版祝賀会に300人の

最近、リンゴの皮むきができない中学生が多い

YMCAは、乳幼児から高齢者まで、さまざまな

ゲストが参加し開かれた。さらに日本経済新聞の文化面

ことから、家庭科の時間で体験させるということ

活動を通して、「体験」ではなく「経験」の機会を

で5段抜きの大きなスペースの記事と神戸新聞にも掲載

を耳にしました。また、川や海で釣りをしていな

提供しています。だからこそ、YMCAには50年、

され、 本の販売は順調であると聞く。

いので、一度は体験させようという話を聞きまし

いや、70年以上も会員で居続ける人びとが、世

白井社長は「東京ですら出版社の経営は大変なのに、

た。これがきっかけとなり経験に繋がるのであれ

界中に大勢いるのです。時間や空間に制限され

ローカルにもかかわらず、ずっと発行を続けている姿に感動

ば、最近の「体験学習」にも意味があると思いま

ることなく、出会いを重ねて、死ぬまで人生を楽

している」と話している。

す。しかし、ややもすれば事柄の本質を理解する

しみ、「全人」として仲間と共に歩んでいるので

ことよりも、「体験すればそれで良い」という考え

す。YMCAの保育園に通い、小学校では、水泳

に陥ってしまいます。

やキャンプに行き、中学・高校と英会話や海外

地元の書店では売り切れ状態なので、本誌に同封してい
るチラシでお申込みを。

熊本YMCAで3月末まで
職員研修する新内博之さん
昨年末、熊本ＹＭＣＡの堤総主事から職員に欠

子ども達の遊びは、自由な意志によって繰り返

プログラムに参加し、大学生になりボランティア

されることによって、初めて身に付き、力とも知恵

リーダーや学生YMCAメンバーとなり、大人に

ともなります。遊びが、主体性や社会性、想像力

なってからはボランティアやワイズメンとして、若

やコミュニケーション力として身に付くためには、

い人を導き、YMCAを支える。人生のライフサイ

自ら夢中になれる自由で膨大な時間と、人と人

クル、すべての時にYMCAに関わり、繰り返し繰

との出会いが必要です。

り返しさまざまな活動を経験し、出会いを重ね

員が出たので、職員研修を兼ねて人材を送り出せ

今日、子ども達は、本当に「今」を自由に生きて

ないかとのお話をいただきました。そこで、１２月２１日

いるでしょうか。最近の塾の広告に「１年生も、２

から今年３月末まで、新内博之さん（鹿児島ＹＭＣ

年生も、高校入試はもう始まっています」とありま

Ａ事務局ボランティア）を熊本ＹＭＣＡむさし台セン

した。小学生から中学や高校の進学準備に追

ターに送り出すことにしました。

ていきながら、自己を確立させて行く場、それが
YMCAです。
森 有正「生きることと考えること」 （講談社現代新書）
＊当記事は日本YMCA同盟発行の「The YMCA」１ ・２月号
からの転載

谷村義博総主事(取扱）は「鹿児島YMCA設立
に多大なる支援をいただいている熊本ＹＭＣＡに、

YMCAチアダンス教室 受講生募集中

さらに経費まで負担いただき、将来の職員採用予
定者の研修まで面倒いただけるとは大変感謝し

レッスン日：火曜日 キッズクラス（幼稚園～小３） 18：００～19：００

ている」と話しています。

ファンダメンタルクラス（小４～） 19：30～２０：３０

新内さんが年末に帰省した際、「むさし台セン

入会金：1,000円 月謝 4,800円

インストラクター 松若 容子

（会員以外はYMCA青少年会費が必要）

ターでは、皆さん親切でとても貴重な経験をさせて
頂いている」との報告を受けました。
鹿児島ＹＭＣＡにとって、この研修はとても有り難

会員の皆さま、4月からの入園児をご紹介ください。

く貴重な研修になると思います。６０余年の歴史を
持つ熊本ＹＭＣＡから多くの種を持ち帰り、鹿児島
の地で大きな花を咲かせてほしいと願います。

Welcome Aboard

新会員の紹介

穂森 幸一/岩田 恭一/ボルティガ 聖子/ビアンカ ボ

愛に満ちあふれた国際教育の場

２０１０年度

園児募集

ルティガ/ジョルジョ ボルティガ/西園 顕義/上醉尾
晶/紫村 優羽/井伊 真莉菜/西御建田 勝郎/中津濱
進/松浦 英寿/松浦 由佳/中江 紗也/北田 美月/北
田 穂花/池田 弘/谷村 直紀 （敬称省略）
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