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ごあいさつ 
第 32 回ユースボランティア・リーダーズフォーラム実行委員長 

衣笠輝夫 

第 32 回ユースボランティア・リーダーズフォーラムが 2019 年 9 月

6 日(金)～8(日)の 2 泊 3 日、東京 YMCA 山中湖センターで、40 名のリ

ーダー、5 名のカウンセラー、4 名のスタッフ（東京ＹＭＣＡ江東セン

ター２名・横浜ＹＭＣＡ２名）が集まり開催されました。そして 21 名

（部分参加含）のワイズメンも参加されました。経験 2 年未満のリー

ダーにとって、早いうちに「リーダーに求められること」、「YMCA

の働き」を考え、理解していくことはとても大切なことです。リーダー研修の機会はＹＭＣ

Ａ主催の「全国リーダー研修会」及び各 YMCA での「リーダー研修会」がありますが、そ

れに加えてワイズメンズクラブ主催のこのフォーラムがあります。リーダーOBOG の社会人

カウンセラーや各地の YMCA リーダーと共にテーマ「今、ユースボランティアリーダーに

求められること」を考え、交流を通して多くの気付きと新たな自分を発見されたのではない

でしょうか。 

今回は幸いなことに 40 名全員が往路のバスに乗ることができました。そのバスプロでのグ

ループビルディングも楽しく行われ、キャンプソング「陽のあたる道」を、たった少しの練

習で、山中湖に到着するころには素敵な三部ハーモニーを作り上げていました。 

基調講演は大沼謙一さんと堀江和広さんのパネルディスカッション形式で行われました。 

多くの経験を積んだ社会人としての発題・アドバイスは普段接する機会が少ないだけに、皆

さん、共感するとともに又新しい発見をされたのではないでしょうか。 

多くのワイズメンズクラブの方々が見学に来られ、グループ活動・発表等を見て、聞いてい

ただけました。２日目の昼食はワイズメンがカレーライスを作り、サービスをしていただき

ました。又朝食・昼食・夕食の各食事も各々のワイズメンがリーダーと同じテーブルで食事

をしました。リーダーとワイズメン相互理解の良い機会でありました。 

最終日の聖日礼拝はワイズメンの山本剛史郎さんに奨励をして頂きました。若い山本さんの

お話は心に残ったのではないでしょうか。「あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ」

は私の願いです。聖書のみことばが少しでも心に刻まれればと願います。報告書には参加リ

ーダー、カウンセラーの自筆感想文をそのまま載せています。目を通していただけますと幸

いです。また、ワイズメンズクラブからの貴重な支援金と支えを感謝いたします。今後も有

効に支出すべく「会計報告」を加えています。ご参照ください。ユースボランティアリーダ

ーを送り出していただいた各 YMCA（北海道、盛岡、仙台、ぐんま、とちぎ、埼玉、千葉、

茨城、東京、横浜）に厚く御礼申し上げます。 
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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 
 

1987 年 9 月 27 日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、各 YMCA・ブランチ・センターに連なるボランティアリーダー約

50 名を招待して行なわれました。この企画は大成功を収め、毎年実施していくことが決議さ

れました。その後、東日本の YMCA ボランティアリーダー達の研修、交流、そして実行委

員会を設け、その中で YMCA スタッフが事務局を担う形で開催してきています。 

また、参加するボランティアリーダー達の宿泊費・食費・交通費など参加費用の大半は、

ワイズメンズクラブからの支援を受けて実施しているプログラムです。 

これからも東日本の各地から多くの若者たちが集う中で、お互いを思いやり、尊敬し合い、

正直な気持ちをぶつけ合い、同時に自己の責任感をも育んでいけるようなフォーラムにして

いきたいと思います。 

（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 32 回ユースボランティア・リーダーズフォーラム記録 

日時：2019 年 9 月 6 日（金）～8 日（日） 2 泊 3 日 

会場：東京 YMCA 山中湖センター 

参加対象：ワイズメンズクラブ国際協会・東日本区地域内の YMCA において、

活動歴が 2 年未満程度のボランティアリーダー 

参加人数：リーダー 40 名、カウンセラー 5 名、基調講演者 2 名 

YMCA スタッフ 4 名（東京 YMCA 江東センター２名、横浜 YMCA２名） 

ワイズメン 21 名 

参加費用：3,000 円（参加者本人負担分） 

本人負担分以外の参加費用（食費・宿泊費・交通費・プログラム費な

ど）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。 

内容：・基調講演 

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」 

    講師 ：大沼謙一さん、堀江和広さん（東京ベイサイドワイズメンズクラブ） 

・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 

・グループ中間発表・まとめ発表 

・キャンプファイヤー 

・聖日礼拝 奨励 山本剛史郎さん（川越ワイズメンズクラブ） 

主催：ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 ・ 

第 32 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 

委員長 衣笠輝夫（埼玉ワイズメンズクラブ） 
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時間 スケジュール 時間 スケジュール 時間 スケジュール

6:30 起床 6:30 起床

7:00 朝の集い：國井貴仁さん 7:00 聖日礼拝：山本剛史郎さん

7:20 食事当番　アタック・じゃん 7:20 食事当番　アタック・だいきち
7:30 朝食 7:30 朝食

8:30 Duty 8:30 Duty&荷物整理

9:00 各YMCA報告 9:15 グループディスカッション③
ワイズ紹介

10:00 グループディスカッション① 10:00 グループ発表
11:00 まとめ・閉会式

衣笠実行委員長より一言

14:00 東京駅　鍛冶橋駐車場集合 11:45 野外炊事場　集合 11:45 食事当番　こりん・じゃん
14:15 出発　（首都高→中央道→富士五湖道路） 12:00 野外にてワイズメン提供カレーで一緒に昼食 12:00 昼食

雨天時：食堂
12:30 交通費精算

13:00 グループディスカッション② 13:00 感想文（報告書）記入
ビックカヌー

15:30 トイレ休憩（▲石川・○談合坂）SA 14:15 バス乗車出発
16:30 山中湖センター到着 16:00 フリータイム

入浴　＊夕食までに入る　
17:00 開会式（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） 　男　だいきち　→　じゃん→　アタック トイレ休憩（▲談合坂・○石川）SA

　1.衣笠実行委員長より一言 　女　こりん　→　マロン
　2.講師・カウンセラー・スタッフ紹介
　3.キャンプ場スタッフより一言
　4.ワイズ挨拶

17:00 東京駅到着→解散
17:45 食事当番　だいきち・マロン 17:45 食事当番　マロン・こりん
18:00 夕食 18:00 夕食
18:15 　全員でいただきます 18:15 　全員でいただきます

19:00 基調講演
「今、リーダーに求められること」 19:30 キャンプファイヤー
　講師：大沼氏・堀江氏 　雨天時：ゲームナイト

20:30 グループタイム
21:00 グループタイム（入浴～22:00迄）

　男　じゃん　→　アタック　→　だいきち

　女　マロン　→　こりん

22:30 消灯・カウンセラー会＠食堂 22:30 消灯・カウンセラー会＠食堂

９月６日（金） ９月７日（土） ９月８日（日）
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参加者名簿（敬称略・順不同） 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 衣笠輝夫 男

2 佐藤茂美 女

3 北村文雄 男

4 山本剛史郎 男

5 青木義美 男

6 辻　剛 男

7 古田和彦 男

8 青木一芳 男

9 大野貞次 男

10 高嶋美知子 女

11 小口多津子 女

12 渡辺大輔 男

13 板村哲也 男

14 三田庸平 男

15 栗本治郎 男

16 久保田康正 男

17 榎本博 男

18 神谷幸男 男

19 山口直樹 男

20 後藤昭子 女

21 後藤明久 男

No 氏名 性別

第32回　ユースボランティアリーダーズフォーラム参加者

ＮＯ 所属 分野 氏名 ふりがな 性別

1 北海道 野外 檜原　美樹 ひばら　みき 女

2 盛岡 野外・体育・水泳 石川　万里子 いしかわ　まりこ 女

3 サッカー・野外 菅野　真矢 かんの　しんや 男

4 仙台 アクア 越前　千菜 えちぜん　ちな 女

5 サッカー、アクア 大河内　美穂 おおこうち　みほ 女

6 ぐんま 野外 金野　真衣 こんの　まい 女

7 野外 竹村　彩雅 たけむら　あやか 女

8 とちぎ 野外 西　勇祐 にし　ゆうすけ 男

9 野外 武田　将吾 たけだ　しょうご 男

10 野外 松尾　美咲 まつお　みさき 女

11 野外 五十嵐　啓祐 いがらし　けいすけ 男

12 野外 大沼　由依 おおぬま　ゆい 女

13 野外 石本　真友香 いしもと　まゆか 女

14 野外 寺島　菜月 てらしま　なつき 女

15 野外 高橋　亜由音 たかはし　あゆね 女

16 野外 古谷　真菜 ふるや　まな 女

17 埼玉 特別支援・野外 青柳　航 あおやぎ　わたる 男

18 特別支援・野外 倉野尾　恭平 くらのお　きょうへい 男

19 特別支援・野外 小久保　美羽 こくぼ　みう 女

20 千葉 野外 山下　真隆 やました　まさたか 男

21 野外 吉野　春奈 よしの　はるな 女

22 茨城 野外 篠崎　大河 しのざき　たいが 男

23 横浜 体操 高階　寛之 たかしな　ひろゆき 男

24 サッカー、体操、野外 斎藤　雄一 さいとう　ゆういち 男

25 野外 鯛　晴天 たい　はるたか 男

26 野外 飯田　歩美 いいだ　あゆみ 女

27 体操 石井　竜馬 いしい　りょうま 男

28 学習支援・野外 荒木　創太郎 あらき　そうたろう 男

29 野外 澤居　匠祥 さわい　なるよし 男

30 水泳 守屋　那々子 もりや　ななこ 女

31
バスケットボー

ル
室崎　万理花 むろさき　まりか 女

32
バスケットボー

ル
大嶋　春幹 おおしま　はるき 男

33 体操 菊井　晶子 きくい　あきこ 女

34 東京江東 野外 佐々木　侑里 ささき　ゆり 女

35 東京山手 野外 齋藤 海里 さいとう みさと 女

36 野外 石川聖竜 いしかわせいりゅう 男

37 東京南 野外 小嶋紗生 こじまさお 女

38 野外 小嶋隆寛 こじまたかひろ 男

39 東京西 野外 宮崎　咲帆 みやざき　さほ 女

40 野外 辻井　友葉 つじい　ゆうは 女

1 江東OB カウンセラー 近野　隼一 こんの　じゅんいち 男

2 江東OB カウンセラー 福岡　隆宏 ふくおか　たかひろ 男

3 江東OG カウンセラー 大木　梨名 おおき　りな 女

4 西東京OG カウンセラー 中村　有里 なかむら　ゆり 女

5 南OB カウンセラー 菅野　攻太 かんの　こうた 男

6 事務局（江東）スタッフ 國井　貴仁 くにい　たかひと 男

7 事務局（江東）スタッフ 加藤　学 かとう　まなぶ 男

8 横浜ＹＭＣＡ スタッフ 田北　孝紀 たきた　たかのり 男

9 横浜ＹＭＣＡ スタッフ 永田　一誠 ながた　いっせい 男

グループカウンセラー

だいきち 福岡　隆宏

アタック 菅野　攻太

じゃん 近野　隼一

こりん 中村　有里

マロン 大木　梨名

参加ワイズメン 

第32回　ユースボランティアリーダーズフォーラム参加者

ＮＯ 所属 分野 氏名 ふりがな 性別

1 北海道 野外 檜原　美樹 ひばら　みき 女

2 盛岡 野外・体育・水泳 石川　万里子 いしかわ　まりこ 女

3 サッカー・野外 菅野　真矢 かんの　しんや 男

4 仙台 アクア 越前　千菜 えちぜん　ちな 女

5 サッカー、アクア 大河内　美穂 おおこうち　みほ 女

6 ぐんま 野外 金野　真衣 こんの　まい 女

7 野外 竹村　彩雅 たけむら　あやか 女

8 とちぎ 野外 西　勇祐 にし　ゆうすけ 男

9 野外 武田　将吾 たけだ　しょうご 男

10 野外 松尾　美咲 まつお　みさき 女

11 野外 五十嵐　啓祐 いがらし　けいすけ 男

12 野外 大沼　由依 おおぬま　ゆい 女

13 野外 石本　真友香 いしもと　まゆか 女

14 野外 寺島　菜月 てらしま　なつき 女

15 野外 高橋　亜由音 たかはし　あゆね 女

16 野外 古谷　真菜 ふるや　まな 女

17 埼玉 特別支援・野外 青柳　航 あおやぎ　わたる 男

18 特別支援・野外 倉野尾　恭平 くらのお　きょうへい 男

19 特別支援・野外 小久保　美羽 こくぼ　みう 女

20 千葉 野外 山下　真隆 やました　まさたか 男

21 野外 吉野　春奈 よしの　はるな 女

22 茨城 野外 篠崎　大河 しのざき　たいが 男

23 横浜 体操 高階　寛之 たかしな　ひろゆき 男

24 サッカー、体操、野外 斎藤　雄一 さいとう　ゆういち 男

25 野外 鯛　晴天 たい　はるたか 男

26 野外 飯田　歩美 いいだ　あゆみ 女

27 体操 石井　竜馬 いしい　りょうま 男

28 学習支援・野外 荒木　創太郎 あらき　そうたろう 男

29 野外 澤居　匠祥 さわい　なるよし 男

30 水泳 守屋　那々子 もりや　ななこ 女

31
バスケットボー

ル
室崎　万理花 むろさき　まりか 女

32
バスケットボー

ル
大嶋　春幹 おおしま　はるき 男

33 体操 菊井　晶子 きくい　あきこ 女

34 東京江東 野外 佐々木　侑里 ささき　ゆり 女

35 東京山手 野外 齋藤 海里 さいとう みさと 女

36 野外 石川聖竜 いしかわせいりゅう 男

37 東京南 野外 小嶋紗生 こじまさお 女

38 野外 小嶋隆寛 こじまたかひろ 男

39 東京西 野外 宮崎　咲帆 みやざき　さほ 女

40 野外 辻井　友葉 つじい　ゆうは 女

1 江東OB カウンセラー 近野　隼一 こんの　じゅんいち 男

2 江東OB カウンセラー 福岡　隆宏 ふくおか　たかひろ 男

3 江東OG カウンセラー 大木　梨名 おおき　りな 女

4 西東京OG カウンセラー 中村　有里 なかむら　ゆり 女

5 南OB カウンセラー 菅野　攻太 かんの　こうた 男

6 事務局（江東）スタッフ 國井　貴仁 くにい　たかひと 男

7 事務局（江東）スタッフ 加藤　学 かとう　まなぶ 男

8 横浜ＹＭＣＡ スタッフ 田北　孝紀 たきた　たかのり 男

9 横浜ＹＭＣＡ スタッフ 永田　一誠 ながた　いっせい 男
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グループ表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第32回　ユースボランティアリーダーズフォーラムグループ表

ＮＯ Ｇ Ｇ人数 所属 分野 リーダー名 氏名 ふりがな 性別
1 1 北海道 野外 もみじ 檜原　美樹 ひばら　みき 女
2 2 とちぎ 野外 ケンイチ 西　勇祐 にし　ゆうすけ 男
3 3 埼玉 特別支援・野外 きなこ 小久保　美羽 こくぼ　みう 女
4 4 横浜 サッカー、体操、野外 いっちー 斎藤　雄一 さいとう　ゆういち 男
5 5 横浜 野外 しゃけ 鯛　晴天 たい　はるたか 男
6 6 東京山手 野外 ティー 齋藤 海里 さいとう みさと 女
7 7 東京西 野外 とおん 宮崎　咲帆 みやざき　さほ 女
8 8 東京南 野外 ベニー 小嶋隆寛 こじまたかひろ 男

9 1 盛岡 野外・体育・水泳 じーこ 石川　万里子 いしかわ　まりこ 女
10 2 ぐんま 野外 きゅー 竹村　彩雅 たけむら　あやか 女
11 3 とちぎ 野外 かぶき 武田　将吾 たけだ　しょうご 男
12 4 とちぎ 野外 ころん 松尾　美咲 まつお　みさき 女
13 5 千葉 野外 あまさん 吉野　春奈 よしの　はるな 女
14 6 横浜 野外 たくみ 澤居　匠祥 さわい　なるよし 男
15 7 横浜 水泳 なな 守屋　那々子 もりや　ななこ 女
16 8 東京山手 野外 レバー 石川聖竜 いしかわせいりゅう 男

17 1 とちぎ 野外 べこ 五十嵐　啓祐 いがらし　けいすけ 男
18 2 とちぎ 野外 つえる 大沼　由依 おおぬま　ゆい 女
19 3 仙台 サッカー、アクア ぽりん 大河内　美穂 おおこうち　みほ 女
20 4 茨城 野外 ジョア 篠崎　大河 しのざき　たいが 男
21 5 横浜 学習支援・野外 らっきー 荒木　創太郎 あらき　そうたろう 男
22 6 横浜 野外 やも 飯田　歩美 いいだ　あゆみ 女
23 7 東京南 野外 ゆえ 小嶋紗生 こじまさお 女
24 8 埼玉 特別支援・野外 やきそば 倉野尾　恭平 くらのお　きょうへい 男

25 1 盛岡 サッカー・野外 かきぴー 菅野　真矢 かんの　しんや 男
26 2 とちぎ 野外 みぞれ 石本　真友香 いしもと　まゆか 女
27 3 とちぎ 野外 あゆへん 高橋　亜由音 たかはし　あゆね 女
28 4 横浜 バスケットボール まりか 室崎　万理花 むろさき　まりか 女
29 5 横浜 体操 うる 石井　竜馬 いしい　りょうま 男
30 6 千葉 野外 シャトル 山下　真隆 やました　まさたか 男
31 7 東京江東 野外 アナ 佐々木　侑里 ささき　ゆり 女
32 8 ぐんま 野外 つむ 金野　真衣 こんの　まい 女

33 1 仙台 アクア ちな 越前　千菜 えちぜん　ちな 女
34 2 とちぎ 野外 ぷりん 寺島　菜月 てらしま　なつき 女
35 3 とちぎ 野外 まなぴん 古谷　真菜 ふるや　まな 女
36 4 埼玉 特別支援・野外 れお 青柳　航 あおやぎ　わたる 男
37 5 横浜 体操 ひろ 高階　寛之 たかしな　ひろゆき 男
38 6 横浜 バスケットボール はる 大嶋　春幹 おおしま　はるき 男
39 7 横浜 体操 りんご 菊井　晶子 きくい　あきこ 女
40 8 東京西 野外 タートル 辻井　友葉 つじい　ゆうは 女
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基調講演 
 

基調講演 講師：堀江和広さん、大沼謙一さん 

日時 ：９月６日（金）１日目 １９：００～ 

場所 ：レクリエーション棟 

テーマ：「今、リーダーに求められること」 

 

 

 

 

 

 
        堀江和広さん                 大沼謙一さん 

 

初日の基調講演の中の話では、自分の経験とリンクするような話や、知らなかったこと、 

参考になることなど様々なことを聞けて、自分の心に染みこんだような気がします。 

（横浜ＹＭＣＡ 中央 室崎万里花） 

 

基調講演では、大沼さんと堀江さんの話の内容はとても共感できたり、自分になかった

ものだったりを知ることができました。話し方なども、かなり参考になり、自分も上手

に話せるようになりたいと思いました。（千葉ＹＭＣＡ 山下真隆） 

 

今回のテーマである「今、リーダーに求められること」について、講演を聞きグループ

のみんなで考える時間は、とても濃密でした。（盛岡ＹＭＣＡ 石川万里子） 
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参加者感想文（順不同） 
福岡 隆宏 だいきちグループ カウンセラー 

 

宮崎 咲帆 （とおん） だいきちグループ 

 



9 

 

斎藤 雄一（いっちー） だいきちグループ 

 

 

 

鯛 晴天 （しゃけ） だいきちグループ 

 

 



10 

 

東京ＹＭＣＡ 斎藤海里 （ティー） だいきちグループ 

 

埼玉 YMCA（川越） 小久保美羽 （きなこ） だいきちグループ 

 

 



11 

 

とちぎ YMCA 西勇祐（ケンイチ） だいきちグループ  

 

 

東京ＹＭＣＡ 小島隆宏（ベニー） だいきちグループ 

 

 



12 

 

北海道 YMCA 檜原 美樹（もみじ） だいきちグループ 

 



13 

 

大木 梨名（マロン） マロングループカウンセラー 

 

 

とちぎ YMCA 古谷真菜（まなぴん） マロングループ 
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横浜ＹＭＣＡ 高階 寛之（ひろ） マロングループ 

 

埼玉 YMCA 青柳 航（れお） マロングループ 

 

 

 



15 

 

東京ＹＭＣＡ（西）辻井 友葉（タートル） マロングループ 

 

 

仙台ＹＭＣＡ 越前 千菜（ちな）マロングループ 
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横浜ＹＭＣＡ（中央）大嶋 春幹（はる） マロングループ 

 

 

とちぎ YMCA（那須） 寺島 菜月（ぷりん） マロングループ 

 

 



17 

 

横浜ＹＭＣＡ（中央） 菊井 晶子（りんご） マロングループ 



18 

 

近野 準一 （じゃん）じゃんグループカウンセラー 

 

横浜ＹＭＣＡ（横浜北）飯田 歩美（やも） じゃんグループ 

 



19 

 

仙台ＹＭＣＡ 大河内 美穂（ぽりん） じゃんグループ  

 

 

 

茨城ＹＭＣＡ 篠崎 大河（ジョア） じゃんグループ 

 



20 

 

埼玉 YMCA（川越） 倉野尾 恭平（やきそば） じゃんグループ 

 

横浜ＹＭＣＡ（鎌倉） 荒木 創太郎（らっきー）じゃんグループ 
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とちぎ YMCA（宇都宮）大沼 由依（つぇる） じゃんグループ 

 

とちぎ YMCA 五十嵐 啓祐（べこ）じゃんグループ 



22 

 

東京ＹＭＣＡ（南） 小嶋 紗生（ゆえ） じゃんグループ 



23 

 

中村 有里（こりん） こりんグループカウンセラー 

 

盛岡ＹＭＣＡ 菅野 真矢（かきぴー） こりんグループ 



24 

 

横浜ＹＭＣＡ（中央） 石井 亮馬（うる） こりんグループ 

 

 

千葉ＹＭＣＡ 山下 真隆（シャトル） こりんグループ 
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ぐんまＹＭＣＡ 金野 真衣（つむ） こりんグループ 

 

とちぎ YMCA（宇都宮） 石本 真友香（みぞれ） こりんグループ 



26 

 

東京ＹＭＣＡ（江東） 佐々木 侑里（アナ） こりんグループ 

 

 

とちぎ YMCA（那須） 髙橋 亜由音（あゆーん） こりんグループ 
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横浜ＹＭＣＡ（中央） 室崎 万理花（まりか） こりんグループ 



28 

 

菅野 功太（アタック） アタックグループカウンセラー 

 

 

千葉ＹＭＣＡ 吉野 春奈（あまさん） アタックグループ 
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東京ＹＭＣＡ 石川 聖竜（レバー） アタックグループ 

 

 

とちぎ YMCA（宇都宮） 武田 将吾（かぶき） アタックグループ 
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ぐんま YMCA 竹村 彩雅（きゅ～） アタックグループ 

 

横浜ＹＭＣＡ 守屋 那々子（なな） アタックグループ 



31 

 

盛岡ＹＭＣＡ 石川 万里子（じーこ）  アタックグループ 

 

 

とちぎ YMCA 松尾 美咲（ころん） アタックグループ 

 



32 

 

横浜ＹＭＣＡ（川崎） 澤井 匠祥（たくみ） アタックグループ 
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ＹＭＣＡ事務局より 
今回のフォーラムは、約 10年ぶりに事務局を務めました。 

10YMCAから 40名の若きリーダー達が集い、5名のカウンセラーと共に、実りある 3日

間が過ごせたと思います。 

今回参加してくれたリーダー達が、各 YMCAに戻って、今回の経験をどう活かすかが楽

しみです。ぜひ頑張ってほしいと思います。 

最後になりましたが、衣笠輝夫実行委員長をはじめ、各ワイズの方々には多大なるお支

えをいただいたことに心より感謝いたします。 

今後もリーダー達にとって、良き経験の場としてこのフォーラムが続きますよう祈って

います。ありがとうございました。 

東京 YMCA江東コミュニティーセンター 

事務局  加藤 学 

 

今回初めてフォーラムへ参加しました。そこで感じたのは、希望と熱意に溢れたユー

スボランティアリーダーたちの輝きです。 

山中湖センターへ向かう行きのバスから、元気にキャンプソングを歌い、3日間を通

して素敵な音色が響いていました。その中でも『陽のあたる道』というキャンプソング

の歌詞「歌いながら君と行く、この道を行く。つらいことは起こらない、しあわせの

道」にある通り、それぞれが地域も活動も違うリーダーたちですが、輝く未来を見据え、

同じ方向へ進んでいる姿を見ることが出来ました。 

実行委員長の衣笠様をはじめ、ワイズの皆様、ご協力ありがとうございました。ここ

での経験を生かし、リーダーたちがそれぞれの YMCAで活躍していくことを願っていま

す。 

                                     東京 YMCA江東コミュニュティーセンター 

事務局 國井 貴仁 
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会計報告※ 

※会計報告は、印刷費、通信費が確定していませんので、予定です。 

 

次年度にむけて 

第 33 回ユースボランティア・リーダーズフォーラム 

2020 年 9 月 11 日（金）～13 日（日） 

主管：横浜 YMCA 

場所：三浦 YMCA グローバル・エコ・ヴィレッジ（予定） 

【収入の部】 【収入の部】

ユースリーダー参加費 120,000 リーダー40名×3000円/名 ユースリーダー参加費 120,000

YVLF支援金 1,180,000 59クラブ：20,000円/クラブ YVLF支援金 1,180,000

小計 1,300,000 小計 1,300,000

ワイズメン参加費 200,000 参加者３０人（部分参加者含） ワイズメン参加費 168,000 参加者21人（部分参加者含）

小計 200,000 小計 168,000

山田理事より 10,000

収入の部合計 1,500,000 収入の部合計 1,478,000

【支出の部】 【支出の部】

１．ＹＶＬＦ １．ＹＶＬＦ

食費(山中湖センター) 261,067 リーダー40名、カウンセラー5名、スタッフ3名　   食費(山中湖センター) 268,700 リーダー40名、カウンセラー5名、スタッフ4名　

宿泊費 350,840   宿泊費 357,200

大集会室等使用料　3日分 7,500 2,500円×3回   大集会室等使用料　3日分 10,000 2000円×5

キャンプファイヤー他 5,000 薪使用   キャンプファイヤー他 6,500 まき、ファイヤー用品、他

宿泊費（講師室） 10,000 和室２泊   宿泊費（講師室） 8,000 4000円×2人×１泊

　　　上記消費税 50,753 　　　上記消費税 52,032

バス料金 189,000 貸し切り大型バス（２日）   バス料金 167,400

バス高速代 42,220 有料道路代、回送有料道路代、駐車料金   バス高速代 42,480 有料道路代、回送有料道路代、駐車料金

講師謝礼 10,000   講師謝礼 20,000 10,000円×2

講師交通費 5,000   講師交通費 10,000  5,000円 ×２

プログラム費（用品等） 10,000 名札、マジック、付箋、模造紙等   プログラム費（用品等） 18,000 名札、マジック、付箋、模造紙等

傷害保険 9,000   傷害保険 5,400

ユース・カウンセラー交通費 271,000 ユース40名　カウンセラー5名   ユース・カウンセラー交通費 205,092 ユース40名　カウンセラー5名

スタッフ交通費 0 事務局経費に合算   スタッフ交通費 0 事務局経費に合算

会議費 8,620 反省会等を含め   会議費 20,000

おやつ 10,000   おやつ 23,673

通信費 5,000   通信費 140 報告書発送費は未定

印刷費 20,000   印刷費 3,000 報告書印刷費は未定

雑費 5,000 振込費他   雑費 0

事務局経費 30,000 スタッフ交通費は事務経費   事務局経費 10,000 スタッフ交通費は事務経費

小計 1,300,000 小計 1,227,617

２．ワイズメン 参加者数：30人（部分参加者含） ２．ワイズメン 参加者数：21人（部分参加者含）

　 宿泊費 90,000   宿泊費 79,800

食費 80,000   食費 55,600

その他 15,185   その他 11,900 野外カレー

上記消費税 14,815   上記消費税 11,784

小計 200,000 小計 159,084

支出の部合計 1,500,000 ＹＶＬＦ＋ワイズメン 支出の部合計 1,386,701 ＹＶＬＦ＋ワイズメン

収支 0 収支 91,299

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決算：参加リーダー数４０名、カウンセラー５名、スタッフ４名　参加ワイズ２１名（部分参加含）

予算　　（単位：円）

２０１９年度　第３２回ユースボランティアリーダーズフォーラム　予算・決算書　

決算　　（単位：円）
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第３１回 ユースボランティア・リーダーズフォーラム報告 

 

日程：2018 年 9 月 7 日（金）～9 日（日） 

場所：東京 YMCA 山中湖センター 

   〒４０１－０５０２ 山梨県南都留郡山中湖村平野４１９ 

主管：とちぎ YMCA 

集合：2018 年 9 月 7 日（金） １４：００  東京駅鍛治屋橋駐車場 

解散：2018 年 9 月 9 日（日） １７：００頃 東京駅鍛治屋橋駐車場 

参加者：リーダー32 人 カウンセラー6 人 スタッフ 4 人 ワイズ 14 人 

リーダー内訳：盛岡 2、仙台 2、ぐんま 4、とちぎ 7、千葉 2、東京 7、横浜 7、山梨 1 

カウンセラー：クッキー（久篠 祐介）、こえだ（松本 紗季）、つくつく（阿久津  

知志）、のりしお（平山 雄大）、フィッシュ（川久保 祐美）、 

ヤン（金安 理香） 

事務局：佐藤  実千代（みるみる）とちぎ YMCA、加藤  学（かとちゃん）東京 YMCA 

スタッフ：中村  圭一（ソニック）盛岡 YMCA、久米  あゆみ（ライス）茨城 YMCA 

基調講演：山口 直樹（東京武蔵野多摩ワイズメンズクラブ） 

テーマ：「今、リーダーに求められていること」      

主催：ワイズメンズクラブ東日本区 YVLF 実行委員会 

    実行委員長 長津 徹（東京サンライズワイズメンズクラブ） 

 

参加者感想文（次ページより） 
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