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ご挨拶 

「 今、ユースボランティアリーダーに求められるもの」 を考える 

第29回YVLF実行委員長 浅羽俊一郎 

 第29回目のユースボランティア・ リーダーズフォーラム（ 以下YVLF） を 9月9

日 11日の日程で東京YMCA山中湖センターで開催することが出来ました。今回は

８YMCAから合計32名のリーダーと 6名のカウンセラーが参加しました。

YVLFはワイズメンズクラブ東日本区の主要ユース事業の一つでYMCAが計画か

ら実施までを担当し、ワイズの関わりは資金提供、実行委員会参加、現地ボランテ

ィアに留めています。対象は経験の浅いリーダーであり、彼らをサポートするのが

カウンセラー役の元リーダーたちです。リーダー活動を初めて経験した各地のユー

スがぶつかった悩みや感動、YMCAに対する疑問を持ち寄り、キャンパーとして2

泊3日過ごします。その中で仲間を作り、見つけた答えや疑問を各YMCAに持ち

帰り、他のリーダーたちと共有するというユニークなプログラムです。

 テーマの「 今、ユースボランティアリーダーに求められるもの」 はここ数年掲げ

られてきましたが、その意味するところは何でしょう。YVLFは初顔合わせのリー

ダーたちがチームによる課題解決プロセスを体験します。ここでの経験は彼らが今

後積極的に活動に関わる動機付けになると同時に、日常活動においても子ども達を

取り巻くグローバルな社会の変化により敏感にしてくれると思います。基調講演さ

れた青山氏は「 関わる・ 遊ぶ・ 悩む」 という切り口で関係構築、教育環境、個人の

成長を問いかけました。私にはこの問いはそのまま「 YMCA・ ワイズ」 に向けられ

たものと考えて良いと思います。そう考えてこそYVLFをこれからも続けていく意

義があると思います。

 今回はY-CAMPそのものを知らないワイズメンにその独自性・先見性を認めても

らおうとワイズメンによる野外カレー作りと、Y-CAMP入門講座を実施しました。

講師の青山鉄兵氏、スタッフ・ カウンセラーのご協力を仰ぎました。デンマークか

ら来日したSTEP生のエスベン君、駐在リーダーとしてYVLFをサポートしてくれ

ました。そしていつも通り YVLFを裏で支えてくれた山中湖センター職員の皆さん、

応援に駆けつけたワイズメン、実行委員の皆さん、改めて本当にありがとうござい

ました。

 最後にリーダーの皆さん、YVLFの感動や新たな疑問をYに持ち帰り、他のリー

ダーたちと共有してください。派遣YMCAの皆さん、ご協力に感謝するとともに、

YVLFへの今後のご支援をよろしくお願いいたします。

以上
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ユースボランティア・ リーダーズフォーラムとは

ユースボランティア・ リーダーズフォーラム（ 以下YVLF） は1987年9月に晴海埠

頭に錨泊の「 にっぽん丸」の船上で行なわれたワイズメンズクラブ主催の「 リーダーズ

ミーティング」が始まりです。それは、当時のワイズメンズクラブ日本区理事標語「 青

年と共に働くワイズ・ Hand in Hand with Youth」を具体的に展開する一つの場として

企画され、YMCAに関わるユースリーダー約50名を招待して行なわれました。この企

画は好評を博し、毎年秋に実施していくことになりました。

YVLFは日本区が東西に分かれた後も東日本区の域内のYMCAに所属する経験の浅

いリーダーを対象に研修・交流を通してボランティア意識の啓発を目的に続けられてき

ました。参加リーダーはプログラム期間中は少人数グループに分かれて活動します。そ

のリーダーたちと寝食を共にしグループを見守り、個々 人の相談に乗ってくれるカウン

セラーは経験豊な元リーダーたち（ 若手社会人） がボランティアで務めてくれます。

 毎年東日本区のユース事業主任を委員長に実行委員会が組織され、主管 YMCA（ セ

ンター） のスタッフを中心に事務局が運営されます。現在は東京YMCAの5センター

と横浜YMCAが輪番で主管を担当しています。

ワイズメンズクラブのユース事業はユースが企画・ 運営を体験するのが建前ですが、

YVLFはYMCAとワイズメンズクラブのパートナーシップ事業としてプログラムの企

画・ 運営はYMCA事務局が担当し、ワイズメンズクラブは必要な資金を全クラブから

の拠出金でまかない、主にリーダーとカウンセラーの宿泊食費・ 交通費に当てます。ま

た、YVLF はY のリーダー活動を知らないワイズメンや一般会員にその意義を知って

もらうための機会であり、実行委員会はワイズメンの参加協力を呼びかけています。

これからも多くのユースリーダーが出会い、視野を拡げ、自分を発見し、世代を超え

て人とつながる喜びを体験するフォーラムとして続けて行きたいと思います。

（ ユースボランティア・ リーダーズフォーラム実行委員会）
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第29回ユースボランティア・ リーダーズフォーラム 実施概要

日時： 2016年9月9日（ 金） ～11日（ 日）  2泊3日

会場： 東京YMCA山中湖センター

参加YMCA： ワイズメンズクラブ東日本区所管内のローカルYMCA 

  今回参加したYMCA： 北海道、とちぎ、ぐんま、茨城、千葉、埼玉、東京、横浜

参加対象： 上記YMCAに登録し活動歴が2年未満で、全日程参加出来るボランティア

     リーダー（ 初日授業・YMCAのプログラムのため到着が遅れる場合を除く 。）

参加人数： リーダー: 32名、カウンセラー: 6名、基調講演者1名

YMCAスタッフ: 3名、ワイズメン: 26名

参加費用： 3,000円（ 参加者本人負担分）

     ＊本人負担分以外の経費（ 食費、宿泊費、交通費、プログラム費等） は、東

      日本区各ワイズメンズクラブからの支援金によって賄われました。

主管YMCA: 東京YMCA山手コミュニティセンター

主催： 第29回ユースボランティア・ リーダーズフォーラム実行委員会

主な内容：

テーマ： 「 今、ユースボランティアリーダーに求められること」

（ リーダー）

・  往復のバス内でのアイスブレークとゲーム

・  室内レクリエーション・ キャンプソング指導

・  基調講演： 青山鉄兵氏（ 文教大学准教授・ 東京YMCA会員・ 野尻学荘OB）

・  基調講演を受けてグループディスカッション＆グループのまとめ

・  野外グループ活動（ ボート ・ カッター・ フリスビー他）

・  各YMCA紹介

・  グループまとめ発表

・  キャンプファイヤー

・  聖日礼拝 奨励衣笠輝夫氏（ 埼玉ワイズメンズクラブ）

（ ワイズメン）

・  室内レクリエーションに参加

・  2日目の参加者全員の昼食賄い（ カレーライスの野外炊飯）

・  青山鉄兵氏「 ワイズメン向けのYMCAキャンプ入門」

・  ボランティア（ 買い出し・ 交通費支払い・ 礼拝準備・ 写真記録）

・  ワイズメンの交流
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参加リーダー一覧

No. カウンセラー Gr 氏名読み（ キャンプネーム） 性別 所属YMCA 活動分野

1

山田央

やまだひさし

（ あに）

新井 聖 あらいせい（ おさる） M 横浜（ 川崎） 水泳野外体操

2 篠田樹乃 しのだ みきの (ぺこ) F 東京（ 江東） 野外

3 関口優子 せきぐち ゆうこ（ わさび） F 千葉（ 千葉） 野外

4 高橋一浩たかはし かずひろ（ ロベリー） M 東京（ 西） 野外

5 萩原涼音 はぎはら すずね（ りゅう） F 横浜（ 厚木） 水泳 体操

6 船田沙紀 ふなだ さき（ キスケ） F 北海道（ 札幌） 野外

1

貞安英太郎

さだやすえいたろう

（ えーちゃん）

木下遥七 きのした はるな（ あーる） F 埼玉（ 川越） 野外特別支援

2 國中真緒 くになかまお（ ポム） F 北海道（ 札幌） 野外

3 小宮竜之介こみやりゅうのすけ（ ぎょぷ） M 東京（ 山手） 野外

4 笹沼璃久 ささぬま りく （ ふじ） M とちぎ（ 宇都宮） 野外

5 菅原千夏 すがわらちなつ（ のこぴ） F 横浜（ 厚木） 学童

1

沖津もも

おきつもも

（ さつき）

太田崇仁 おおた たかひと（ とうふ） M 埼玉（ 所沢） 野外体操

2 川嶋美遥 かわしま みはる（ どん） F 横浜（ 川崎） 水泳野外体操

3 粉川実乃里 こかわみのり（ シナモン） F 東京（ 江東） 野外

4 樋口収美 ひぐち かずみ（ セナ） F 横浜（ 厚木） 水泳体操

5 吉田広輝 よしだ こうき（ ハマチ） M ぐんま（ 前橋） 野外

1

窪田麻美

くぼたあさみ

（ ズー）

石内春樹 いしうち はるき（ はるきち） M 横浜（ 川崎） 野外

2 鈴木結希 すずき ゆき（ ジャズ） F ぐんま（ 前橋） 野外

3 袖山千歳 そでやまちとせ（ でっさん） F とちぎ（ 宇都宮） 野外

4 竹内京子 たけうち きょうこ（ ガウチョ ） F 東京（ 山手） 野外

5 豊田 優 とよだ ゆう（ リズム） M 横浜（ 厚木） 水泳サッカー

6 山下 舞 やました まい（ く るとん） F 東京（ 南） 野外

1

廣井彩由美

ひろいさゆみ

（ パセリ）

青木春佳 あおき はるか（ るんるん） F とちぎ（ 宇都宮） 野外

2 太田帆南 おおた ほなみ（ ゾロ） F 東京（ 山手） 野外

3 坂井美咲 さかいみさき（ おきち） F 茨城（ 茨城） 野外

4 立岡壮太 たておかそうた（ そらまめ） M 埼玉（ 所沢） 野外

5 塔下剛至 とうした つよし（ とっつぁん） M 横浜（ 北） 野外

1

佐藤史訓

さとうふみのり

（ ふみ）

川口夏菜子 かわぐち かなこ（ ぐっちょ） F とちぎ（ 宇都宮） 野外

2 高田菜月 たかだ なつき（ つく し） F 埼玉（ 浦和） 野外

3 堀内 昂 ほりうち あきら（ ぐら） M 東京（ 南） 野外

4 三田地玲奈 みたち れいな（ ぺー） F 横浜（ 厚木） 水泳体操

5 矢島正都 やじま まさと（ やじ） M 横浜（ 湘南とつか） 体操



運営関係者と支援・ 協力者 一覧

カウンセラー 名簿

氏名（ キャンプネーム） 所属/出身YMCA 

１ 沖津 桃（ さつき） 東京YMCA山手センター

２ 窪田麻美（ ずー） 東京YMCA西東京センター

３ 貞安英太郎（ えーちゃん） 東京YMCA山手センター

４ 佐藤史訓（ ふみ） 東京YMCA山手センター

５ 廣井彩由美（ ぱせり） 東京YMCA西東京センター

６ 山田 央（ あに） 東京YMCA山手センター

基調講演及びワイズメン卓話 

青山鉄兵 文教大学人間科学部准教（ 社会教育）・ 東京YMCA野尻学荘OB 

スタッフ 名簿 

氏名（ キャンプネーム） 所属YMCA 

１ 松本竹弘（ たけちゃん） 東京YMCA山手センター

２ 岡田ナスカ（ なすか） 東京YMCA山手センター

３ 出沼一弥（ あぽらー） 東京YMCA西東京センター

参加ワイズメン 名簿            （ 実）： 実行委員・（ V）： ボランティア

氏名 所属クラブ 氏名 所属クラブ

1 大久保知宏（ 実） 宇都宮 14 宮内友弥 東京武蔵野多摩

2 青木一芳（ 実） 千葉 15 渡辺大輔（ 実） 東京武蔵野多摩

3 西澤紘一 東京グリーン 16 長津 徹（ 実） 東京サンライズ

4 上松寛茂 埼玉 17 小澤智之（ V） 甲府21 

5 衣笠輝夫（ 実） 埼玉 18 野々 垣健五 甲府21 

6 大澤和子 所沢 19 松村禎夫 甲府21 

7 東 裕二 所沢 20 小口多津子（ 実） 東京八王子

8 利根川恵子 川越 21 川口知幸 厚木

9 佐藤茂美（ V） 東京 22 北村文雄（ V） 厚木

10 松香光夫 コスモス 23 樫村弘子 富士

11 浅羽俊一郎 東京山手 24 樫村好夫 富士

12 大野貞次（ V） 東京西 25 高野 亨 富士

13 神谷幸男 東京西 26 増田 健 富士

特別参加協力

Esben E. Lundsgaard 山中湖センター駐在 STEPプログラム研修生・ デンマーク Helsted ワイズ

森屋元気 写真協力・ 集合写真提供 大久保メンの紹介・ 熊本出身
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プログラム

９月 9日（ 金） ９月10日（ 土） ９月11日（ 日）

13:30 

16:30 

18:00 

19:15  

20:30 

22:30 

東京駅鍛冶屋橋バス

タ集合

グループ毎のアイス

ブレーク

開会式・ ｵﾘｴﾝﾃー ｼｮﾝ・

YMCAとワイズ紹介

夕食（ 食堂）

グループ対抗室内レ

ク（ 大集会室） ワイ

ズメンも参加

グループタイム

入浴

（ ワイズメン懇親会）

消灯

カウンセラー・ ミー

ティング

06:30 

07:00 

07:30 

08:30 

09:00 

10:30 

12:00 

14:00 

16:00 

18:00 

19:15 

20:30 

22:30 

起床

朝の集い（ 湖畔）

松本Dirのお話

朝食（ 食堂）

DUTY＆ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾀｲﾑ

基調講演： 青山鉄兵氏

グループタイム

（ 野外活動含）

ワイズメンはカレーラ

イス作り（ 野外炊飯）

野外昼食（ グループと

ワイズの交流可）

グループタイム

グループ単位でビッグ

カヌーに挑戦

入浴・ フリータイム

（ 夕食後は出来ない）

夕食（ 食堂）

キャンプファイヤー

（ ファイヤープレイス）

グループタイム

（ ワイズメン懇親会）

消灯

カウンセラー・ ミーテ

ィング

06:30 

07:00 

07:30 

08:30 

09:30 

10:30 

11:30 

12:30 

14:00 

17:00 

起床

聖日礼拝

奨励: 衣笠輝夫氏

（ グリーンチャペル）

朝食（ 食堂）

DUTY＆荷物整理

グループタイム

グループ発表

閉会式

総評： 青山鉄兵氏

挨拶： 浅羽俊一郎氏

昼食（ 食堂）

感想文作成・ 提出

交通費精算

現地緒解散

東京行貸切バス発車

東京駅解散
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基調講演「 関わること・ 遊ぶこと・ 悩むこと」 （ 要旨）

青山鉄兵氏（ 文教大学・ 人間科学部准教授）

 「 今リーダーに求められているもの」 について「 関わる・ 遊ぶ・ 悩

む」 をキーワードに考えたい。東大教授の福島智氏は徐々 に視力と聴

力を失ったが、外界と一切のコミュニケーションを断たれたことが何

より辛かったと述べているが、私はキャンプメンバーや引きこもりの人と接する中で人

と人との関わりについて考えてきた。

1） 「 関わる」  

YMCA は人と人が関わることを重視した活動をしている。その一つが子どものキャ

ンプ。そこに素人のリーダーを入れるのは大人よりも子どもとの距離が近く打ち解けや

すいから。それだけにリーダーは子どもだけでなく 、自分自身をも観る責任がある。良

いリーダーは皆を引っ張り、場を盛り上げ、楽しませるリーダーだと思われがちだが、

そうではない。ゲームや歌で盛り上げてもそれは関わりのきっかけ作りに過ぎない。大

切なのはリーダーがどう関わるかだ。安易に一体感を作ろうと前からのメンバーと一緒

に盛り上げたつもりが、初めてのメンバーを除外するというリスクがある。分け隔てな

く メンバー一人ひとりと丁寧につきあう。そばにいることが大切だ。

2） 「 遊ぶ」  

 今、子どもは本当に遊んでいるだろうか。今の子どもには「『 さんま』がない（ 時間・

仲間・ 空間） 」 遊び心が失われている。「 ごっこ」 遊びは遊びか？車のハンドルの「 あ

そび」がヒントだ。詰め過ぎずに隙間を持たせる。なのに学校教育はプログラムで埋め

尽く され、ゆとりが全く無い。YMCAのキャンプもプログラムで埋め尽く さないよう、

意識的に遊び（ ゆとり） を入れることが大切だ。ルール、計画があると楽だが、そのた

めに失うものも出てくる。遊ぶためのヒント（ 1）リーダー自身が楽しむ余裕が必要だ。

（ 2） 複数の物指しを持ち、一つの尺度で見ない。無駄を受け入れる。

3） 「 悩む」  

YMCA は全人教育を謳うがプログラムの成否をどう決めるのか。楽しかったら、問

題が起きなかったら成功と言えるか？評価しにくいが、良いリーダー、良いキャンプ

というイメージはある。自分たちがやっている根っこを考えることが大切だ。終了後、

きちんと悩むことが大切だ。価値観に正答・ 誤答はない。悩み続けることが大切だ。一

つの正解はないのがY の活動。きちっと正解を出す（ ポッキー） よりも出せない（ ぐ

に） が良い。悩むこと、ウジウジ・ く よく よすること、一緒に歩むことが大切だ。

 「 関わる・ 遊ぶ・ 悩む」 に共通する点はどれも素敵だが辛いということ。自己完結せ

ずに自分の殻から出て関わることで得られるものがある。チャレンジしよう。

＊ 青山氏は身近な例やご自身の体験を沢山交えて若者のペースで語られました。 リーダーた

ちの頷きと笑い声から彼の問題提起と励ましに共感しているのがよく 伝わってきました。

(文責・ 浅羽) 
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感想文

参加リーダー 及び カウンセラー

新井聖（ あらいせい）  おさる  横浜（ 川崎） YMCA  あにG 

篠田樹乃（ しのだみきの）  ぺこ 東京（ 江東） YMCA  あにG 

9



関口優子（ せきぐちゆうこ）  わさび 千葉YMCA  あにG 

高橋一浩（ たかはしかずひろ）  ロベリー 東京（ 西東京） YMCA  あにG 

10



萩原涼音（ はぎはらすずね）  りゅう 横浜（ 厚木） YMCA  あにG 

船田沙紀（ ふなださき）   キスケ 北海道YMCA  あにG 

11



カウンセラー 山田央（ やまだひさし）  あに  東京（ 山手） YMCA 

12



木下遥七（ きのしたはるな）  あーる  埼玉YMCA  えーちゃんG 

國中真緒（ く になかまお）   ポム  北海道YMCA  えーちゃんG 

13



小宮竜之介（ こみやりゅうのすけ）  ぎょぷ  東京YMCA  えーちゃんG 

笹沼理久（ ささぬまりく ）  ふじ  とちぎYMCA  えーちゃんG 

14



菅原千夏（ すがわらちなつ）  のこぴ  横浜YMCA  えーちゃんG 

カウンセラー 貞安英太郎（ さだやすえいたろう） えーちゃん 東京（ 山手） YMCA・ OB 

15
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太田崇仁（ おおた たかひと）  とうふ  埼玉YMCA  さつきG 

川嶋美遥（ かわしまみはる）  どん  横浜（ 川崎） YMCA  さつきG 

17



粉川美乃里（ こかわみのり）  シナモン  東京YMCA  さつきG 

樋口収美（ 樋口かずみ）  セナ  横浜YMCA  さつきG 

18



吉田広輝（ よしだこうき）  ハマチ  ぐんまYMCA  さつきG 

カウンセラー 沖津桃（ おきつ もも）  さつき  東京（ 山手） YMCA・ OG 
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石内春樹（ いしうちはるき）  はるきち  横浜（ 川崎） YMCA  ズーG 

鈴木結希（ すずきゆき）  ジャズ  ぐんまYMCA  ズーG 
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袖山千歳（ そでやまちとせ）  でっさん とちぎYMCA  ズーG 

竹内京子（ たけうちきょうこ）  ガウチョ   東京（ 山手） YMCA  ズーG 

22



豊田優（ とよだ ゆう）  リズム  横浜（ 厚木） YMCA  ズーG 

山下舞（ やました まい）  く るとん  東京（ 南） YMCA  ズーG 
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カウンセラー 窪田麻美（ く ぼたあさみ）  ズー  東京（ 西東京） YMCA・ OG 

24



青木春佳（ あおきはるか）  るんるん  とちぎYMCA  ぱせり G 

太田帆南（ おおたほなみ）  ゾロ  東京YMCA  ぱせり G 

25



坂井美咲（ さかいみさき）  おきち  茨城YMCA  ぱせり G 

立岡壮太（ たておかそうた）  そらまめ  埼玉YMCA  ぱせり G 

26



塔下剛至（ とうしたつよし）  とっつあん  横浜（ 北） YMCA  ぱせり G 

カウンセラー 廣井彩由美（ ひろいさゆみ）  パセリ  東京YMCA・ OB 

27
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川口夏菜子（ かわぐちかなこ）  ぐっちょ  とちぎ（ 宇都宮） YMCA ふみG 

高田菜月（ たかだなつき）  つく し  埼玉（ 浦和） YMCA  ふみG 

29



堀内昂（ ほりうちあきら）  ぐら  東京YMCA  ふみG 

三田地玲奈（ みたちれいな）  ペー  横浜（ 厚木） YMCA  ふみG 

30



矢島正都（ やじままさと）  やじ  横浜（ 湘南とつか） YMCA  ふみG 

カウンセラー 佐藤史訓（ さとうふみのり）  ふみ  東京YMCA・ OB 
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グループを振り返る 

＊ YVLFが終了して3ヶ月経ち、報告書をまとめる過程でカウンセラー有志の皆さんに

一緒に過ごしたグループがどんなだったか、印象に残っていることを手短に綴ってもら

いました。ありがとうございました。  

「 あに」 グループ 

山田 央（ あに）  

私たちのグループでは結論を出すことにこだわらず、とにかく多く語り合おうと共通意

識を持ち、  フォーラムを過ごしていきました。最初はアオテツの基調講演をきっかけ

に、 でて来た疑問をみんなで話していく中、今回のテーマである「 今、 リーダーに求

められているもの」 について、  いろんな視点で考えてみようとなりました。答えがな

いテーマだからこそ、 1つの議題に捉われずにいろいろ語ることができました。 また

それぞれが子どもと関わる上で困っていることを出し合い、  ケースワークに近い話し

合いを持つこともできました。それぞれの考えがそれぞれにあるからこそ、  リーダー

たちにとって、このように集まり、  話し合えたことは大きな経験になりました。発表

の中にもでてきた言葉ですが、 このフォーラムで感じた様々 な気持ち・ 考え方・  物事

の捉え方などをそれぞれが持ち帰り、  振り返ることで今後のリーダー活動につなげて

くれたらと思います 。  

「 さつき」 グループ 

沖津 桃（ さつき）  

私たちは普段活動している場が異なり、一人ひとりの個性が際立ったグループでした。

話し合う中で、「 愛」 「 向き合う」 「 寄り添う」 など、同じ言葉でも人によって捉え方

が違うことを意識しました。関わる際の対象や重点を置く部分の違いに戸惑うこともあ

りましたが、それまでは気付かなかった新しい視点に繋がりました。発表に向けては、

その違いを越えた根本にある部分ついて考えました。そこでは、普段の活動において仲

間同士で話し合う機会があまりないため、様々 な想いを共有することが嬉しいという意

見もありました。リーダーとしての自分に対する自信や不安を認めて、それぞれが次の

ステップへ進むための目標ができたのではないかと思っています。  

「 ずー」 グループ 

窪田麻美（ ずー）  

私たちのグループは、まずお互いを知るきっかけとして「 今、自分が欲しいもの」 を語

りました。緊張していた中、途中から参加した仲間や、「 野外」 ・ 「 水泳」 と分野や所

属している地域を超え、少しずつ自分のこだわりを語っていく姿や、お互いの事を“ も

っと知りたい !  ” と感じ、質問や反応する姿が見られました。基調講演にてたく さん

の刺激を受け、 テーマに向けて話しながら感じる“ 様々 な自分” に気付きました。自

分と周りから見えている自分の違い、語っている言葉と矛盾している自分、そもそも苦
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手な語り合いにどう向き合っている自分がいるのか、等々 。基調講演のお話しの中で出

てきたように「 みんなウジウジ悩んでいるね。」 と言いながら、テーマだけでなく 、自

分とも、仲間ともたく さん向き合い、  語り合いました。まとめの発表で伝えたように 

“ 気付き” の大切さを感じた3日間でした。  

「 ぱせり」 グループ 

廣井彩由美（ ぱせり）  

まず最初に普段自分が大事にしている価値観について話しました。  まだ少し緊張して

いた私たちでしたが、お互いのことを知り打ち解けるきっかけになりました。あおてつ

の講演を受けて、みんなが子ども達と関わる上で大事だと思うことは何かという話をし

ました。その頃には大分打ち解けて、互いの意見に突っ込みあったり、励ましたりとい

うシーンもたく さんあり、みんなの距離が縮まって「 仲間」になったことを実感しまし

た。  午後は「 リーダー」 ということから離れて自分自身の話をしました。「 自分にと

っての当たり前が当たり前じゃないんだ」という気付きがそれぞれにありました。その

日の夜、「 1人1人に言葉を贈りたい」 という話になり、「 その人を表す言葉」 をみんな

で一生懸命考え贈りました。自分のことだけじゃなく 「  共に考えよう、成長しよう」

という想いの感じられる、熱く温かいグループでした。  

「 ふみ」 グループ 

佐藤史訓(ふみ) 

野外リーダー3名、水泳リーダー1名、体操リーダーという普段の活動内容が違う中、基

調講演に沿った今、リーダーに求められている事を個々 が考えてキーワードを出来る限

りポストイットで全て出す事を行いました。その次に、相関があるキーワードの分類を

行い  1. 楽しむ 2.関わる事 3. リーダー自身の成長という言葉が重要だと考えて、

発表へと繋げる事が出来ました。特に印象に残った事は皆が話し合う中で、メンバーの

成長＝リーダーの成長という共に 成長をする事が大事だという、メンバー目線も考え

る意見が出た事でした。メンバーの変化に気付くために寄り添い、向き合いながら共に

成長をしたいという意見に纏まりました。  
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参加ワイズメンのYVLF報告

ワイズメンお二人が所属クラブのブリテンに掲載された報告をご本人の諒解を得

て転載させていただきました。小口多津子メンはYVLF 4回目、小澤智之メンは初参

加でした。ご協力どうもありがとうございました。

報告（ 1） 「 関わること・ 遊ぶこと・ 悩むこと」  

小口多津子（ 東京八王子クラブ）  

表題は、9月9日～11日までYMCA山中湖センターで開かれた第29回YVLFで基調講演をされ

た青山鉄兵氏の講演のタイトルでした。 

ボランティアリーダーになって、1 2年の学生や社会人の為の3日間のフォーラム。ここ

通年の目標は「 今、リーダーに求められること」 です。  

今年は、東日本区各地のYMCAセンターから32名、カウンセラー6名、講師の青山さんと

今年の事務局スタッフは山手センターの松本さん、岡田さん。来年の事務局西東京セン

ターの出沼さんとワイズの参加者26名。今年の実行委員長は昨年度のユース事業主任浅

羽俊一郎さん。  

青山鉄兵氏の若者への呼びかけには圧倒されました。ご自身の長い経験から、リーダー

に求められることの一つが、人と関わって人は育つという精神で、一人ひとりを大切に、

そして関わりをやめないこと。リーダーとは親や先生には言えない悩みを抱えた子供が

心を開く存在であること。  

なるほどと、私達にも言えること、ワイズは人と関わってこそ育つ、一人ひとりを大切

に、関わりをやめない、に置き換えて思わずうなってしまいました。  

二日目の昼食は、ワイズカレーと称してキャンプ場の炊事場で参加ワイズが全員でカレ

ーを作りました。もっとも、ご飯とカレー材料はセンターで用意して頂きましたが、大

鍋二つ分の野菜のカットはまさに男の料理状態でした。  

またグループごとにリーダー達がカレーを湖畔まで運んだり、広場で輪になったり、こ

の思い出は決して忘れられない宝となるでしょう。  

東日本区の全クラブが毎年2万円をこのフォーラムの為に寄付して成り立っています。

リーダーの交通費、宿泊費の一切をまかないます。ワイズメンのプログラムとしてはカ

レーを作り、日曜日の早朝礼拝を担当するだけです。それだけでもいいからと、各クラ

ブのワイズがこの山中湖センターにもっと参加してもいいのではないかと思いました。

この山中湖で往年の自分の姿を思い出して今の若者の発言に目を見張って、ワイズ同士

で語り合うもいいです。何故か、不思議と時間が止まり、まだ自分の人生がこの先長い

ことを実感できます。 

月明りの中のキャンプファイアーはまた格別でした。キャンプソング、笑い転げたゲー

ムを終えての帰り、暗い林の中に長く伸びたその道を照らす、沢山の小さなランプの流

線形の通り道、これには本当に感動します。  
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私は4年連続で参加させて頂いています。かつて八王子クラブが5周年記念として植樹し

たイチョウの木2本の成長を見届ける役目を名目に。 

報告（ 2） 「 第29回ユースボランティアリーダーズフォーラムに参加して」  

小澤智之（ 甲府21クラブ）  

第29回ユースボランティア・ リーダーズフォーラムが9月9日から11日の3日間、東京YM 

CA山中湖センターで開催されました。このフォーラムは、東日本のＹＭＣＡに所属す

る新米ボランティアリーダーが集まり、疑問や悩みを共有し、今後の活動への動機付け

をするイベントです。甲府２１クラブからは、松村会長、野々 垣メン、私の3名が9月10

日のプログラムに参加しました。

フォーラムに参加したのは、北海道、群馬、とちぎ、栃木、千葉、埼玉、東京、横浜の

各YMCAに所属するユースボランティアリーダーの皆さんとワイズメンの方々 でした。

山梨からのリーダーの参加者がいないことは残念に思いました。この点は山梨YM CA

の課題の１つです。

二日目の午前9時から行われた青山鉄兵さんによる「 今ユースボランティアリーダーに

求められること」と題した基調講演は大変勉強になりました。青山さんは、前東京YMCA

野尻学荘プログラムディレクターで、現在は文教大学人間科学部准教授と文部科学省生

涯学習調査官などを兼務されています。

ユースボランティアリーダーに求められることの大事な要素は3つあると青山さんは強

調しました。1つ目は「 関ること」 です。人間は言葉などを学校ではなく自分で身につ

けます。辛いこともあるけど価値観が違う人と関わる中で人は育ちます。なので、関る

ことが大事というわけです。2つ目は「 遊ぶこと」 です。子供を成長させる為に教育的

に遊ばせようという発想自体が実は遊びを死なせています。遊び心を大事にして無駄な

ものをいかに許容できるかが学校と違う遊びの良さなのです。3つ目は「 悩むこと」 で

す。昔、YMCAの勉強会でリーダー達にアンケートを行ったら、全人教育という言葉は

知っていても意味を知らない人がほとんどだったそうです。「 なぜキャンプソングを歌

うのか？」「 なぜリーダーはニックネームをつけるのか？」など意外に答えにくいもの

があります。YMCAの活動は、拘りや狙いがあって行われています。なので、自分達が

やっている根っこを考え、「 これでいいのかあ？」 と悩む状態をキープしながら努力を

続けていく ことが大事なのです。青山さんが説明してくれた3つの要素は、YMCAに関

わる者すべてが大切にしていかなければならないと改めて実感しました。

基調講演後、リーダー達はグループに分かれ、講演の内容を振り返り、改善すべき点な

どを真剣に話し合っていました。その姿を見て、YMCAの未来は明るいと感じました。

リーダー達が話し合っている間、ワイズメンは野外カレー作りに挑戦しました。薪で火

を焚き、野菜や肉を鍋に入れ、調理を行いました。調理方法などを長年の勘でカバーし

た豪快なワイズ風野外カレーの味はリーダー達に好評で、あっという間にカレーはなく

なりました。
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午後２時からは青山さんがワイズメン向けに「 楽しいＹキャンプ入門」と題したセミナ

ーを行いました。青山さんが強く訴えたのは、YMCAのキャンプが青少年の全人的成長

（ Body, Mind, Spirit） を支え、学校以外での青少年の成長を支えるためにあり、その成

長を助けるボランティアリーダーは絶対に必要だということです。

たまたま今年の夏に厚木市のYMCA健康福祉専門学校の学生が参加した本栖湖でのキ

ャンプの様子をまとめた動画データを持っていたので、会場で上映させていただきまし

た。廣瀬メンが直接カヤックの指導を行う様子に参加したワイズメンの方々 が驚いてい

たのが印象的でした。今回のフォーラムに参加して、青少年の成長を支えるキャンプを

行うことの重要性を改めて認識させられました。キャンプ事業の強化とリーダー養成は

急務だと思います。ワイズメンが協力して具体的に進めていかなければならないと思い

ました。
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ワイズメン感想文

松村禎夫 （甲府21クラブ）

9月はユース月間で、甲府21クラブからはユースボランティア・ リーダーズフォ

ーラムに3名が初めて一日参加し、昼食のワイズカレー作りの奉仕をしました。

本ブリテンに小澤メンが、簡潔でかつ内容の充実した報告をしておりますので、

そちらを是非お読みく ださい。それにも述べられていますが、山梨YMCAにユ

ースボランティアリーダーが現在存在しないことが、問題点の一つであること

を痛切に感じました。山梨YMCAの支援クラブである甲府21クラブでも、考え

なくてはいけない課題だと思います。

衣笠輝夫（埼玉クラブ）

YVLFも回を重ねて第29回となり、2017年は第30回の節目を迎えます。

いくつかのワイズメンズクラブ定例会で、第29回YVLF報告を聞く ことができま

した。みんな活き活きとしており、YVLF参加前と後ではずいぶん違うなと思わ

されました。このようなYMCAの若い人材を数多く育ててきたこのフォーラム

の大切さを実感します。第30回YVLFが、これまでの歩みとたく さんの恵みを振

り返られるフォーラムになればと思わされます。

佐藤茂美（東京クラブ）

リーダーへの基調講演「 関わること」 「 遊ぶこと」 「 悩むこと」 について講演

された講師が、ワイズメンにも改めて時間を設けてキャンプの大切さ、楽しさ

を映像をもって知らせてく ださったことがよかった。ワイズメンには、キャン

プ経験者が少ないのです。昼の野外料理は一度、青年達だけで制作する時間が

あるとよいと思いますが、いかがでしょうか？。後片付けをワイズで担当する

として。作ること、食の大切さを知らせる意味で。

大久保知宏（ 宇都宮クラブ）

昨年9月に開催されたYVLFでは、始まりから終わりまでテーマである「 今、ユ

ースボランティアリーダーに求められること」 がユースの皆に浸透したフォー

ラムであったように感じられました。ワイズカレーを作り、ユースの皆と一緒

に食事をしたのは楽しい時間でした。もう少し、ユースが活動している様子を

見学できるような時間があらためて設定されていても良いように感じられまし

た。
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会計報告
2016年度 第29回ユースボランティアリーダーズフォーラム 予算及び決算書 （ 参加リーダー数： 予算40名 決算32名）

費目 予算： 山中湖センター 決算： 山中湖センター

[収入の部]
YVLF前年度繰越金
ユースリーダー参加費

YVLF支援金 ※2
雑収入※3

1,398,899
120,000

1,200,000

2015-16年度区会計報告より
予定40名： 3,000円/名
６ 0クラブ： 20,000円/クラブ
寄付、参加費と支払額の収支差など

1,398,899
96,000

1,200,000
18,230

2015-16年度区会計報告より
32名： 3,000円/名
60クラブ： 20,000円/クラブ
登録費と支払額の差額

収入の部合計 2,718,899 2,713,129

[支出の部]
食費

野外炊飯

宿泊費

集会室使用料

キャンプファイア

宿泊費（ 講師）

上記消費税

バス料金

バス高速代

講師謝礼・ 車代

プログラム費

傷害保険

ユース・ カウンセラー交通費

スタッフ交通費

会議費（ 反省会）

おやつ・ 飲物

事務用品

通信費

印刷費

雑費

事務局経費

次年度繰越金

266,000
36,600

380,000
7,500
5,000

10,000

56,408

200,000
42,200
10,000
20,000

150,000
0

15,000

5,000
60,000

30,000

リーダー・ カウンセラー・ 職員計50人
＠700： 50人 薪＠400×４束
キャビン @3800×50×2
レクホール・ 集会室

薪使用

和室2泊
プログラムサポート

焼き板（ プログラム用） ＠500ｘ 7人
上記消費税

駐在の佐久間主事に依頼（ 変更）

YMCAの備蓄用品を活用

概算

事務局経費に合算

リーダー用茶菓

203,200
31,000

320,800
7,500
5,000

0
8,000
3,500

46,320

189,000
42,220
20,000

129,695

36,000
14,349

108

4,324
26,506

1,087,522

1,625,607

リーダー32、カウンセラー6、職員３ 計41人
29,400＋1,600
キャビン 38 和室４ 41人＋講師1人

スタッフと相部屋（ 上記宿泊費に加算）

キャンプ備品使用量

グループタイム

＊山中湖センタ－ヘの支払い合計 625,320

貸し切り大型バス（ 2日）

基調講演・ ワイズ講演（ 青山鉄兵氏）

125,905 (リーダー) 3,790 (カウンセラー)

3000円/12名（ カウンセラー６・ 職員３・ Ys 3）
リーダー用茶菓

封筒（ 交通費支給用）

DVD制作費(4,000) 両替手数料(324)
(含スタッフ交通費)
上記支出合計（ ※1）

次年度繰越金 (報告書作成・ 郵送費支払い前)

支出の部合計 1,293,708 2,713,129 支出実費と次年度繰越金の合計

※1 支出合計額は17/3/31現在のもの。報告書印刷・ 郵送費を含みません。

YVLF支援金部毎の内訳（ 60クラブ： 20,000円/クラブ数） ※2

北海道部 ４ クラブ 80,000

北東部 10 クラブ 200,000

関東東部 ９ クラブ 180,000

東新部 10 クラブ 200,000

あずさ部 11 クラブ 220,000

湘南沖縄部 8 クラブ 160,000

富士山部 8 クラブ 160,000

支援金合計 60クラブ 1,200,000

ワイズメン参加費 216,410

ワイズメン 宿泊・ 食費 198,180

収支差額 ※3 18,230

ワイズ寄付金 0



次年度に向けて － YVLF担当スタッフより

 第29回ユースボランティア・ リーダーズフォーラムが多くの方の支援の元、

無事に開催できたことを深く感謝申し上げます。

 次回のユースボランティア・ リーダーズフォーラムは30回目を迎え、その記

念すべきフォーラムの事務局を東京YMCA西東京コミュニティーセンターが担

当いたします。

―人は人と出会い人となる

―多くの出会いはより大きな財産となる

 ユースボランティア・ リーダーズフォーラムは、若いリーダー（ 青年） が集

い、討議テーマ「 今、ユース・ リーダーに求められるもの」 での語り合いを通

し、同世代の仲間から刺激を受け自分自身を知るかけがえのない時間になって

いると感じます。

YMCAに携わる若いリーダー（ 青年） が山中湖センターに集まって、「 新し

い出会い」 「 新しい価値」 に触れる機会になるように努めてまいりますので、

変わらぬご支援よろしく お願いいたします。

 各YMCAから、多くのリーダーが派遣され、豊かな時間となることを期待し

ております。

公益財団法人東京ＹＭＣＡ

西東京コミュニティーセンター

出沼一弥

第30 回ユースボランティア・ リーダーズフォーラム

日 程： 2017 年9 月8 日（ 金） ～１０日（ 日）

開催場所： 東京ＹＭＣＡ山中湖センター
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