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ご子息スティーブ・リーパーと世界の青年たち

年前に参加し︑ その３年
後に ＹＭＣＡの会員とな

に長年携わり︑ そこで知
り合われた方に誘われて
長野 ワイズ メンズ クラブ
の創立メンバーと して

との関わりや
ご自身についてお話を伺
いしました︒
河 内長野 市で 市民 活動

員賞を受賞さ
れた今井利子
さん︒ＹＭＣＡ

第１１４回
日本ＹＭＣＡ
同盟委員会に
て 年継続会

〜 Peace Caravan ／全国ＹＭＣＡ平和の旅 〜

られました︒ 現在はなか
のしまワイズメンズクラ
ブのメンバーでいらっ

﹁いのちの大切さ﹂を訴え
日︑ 客・乗員１１５５名が死
亡するというわが国海難

１ ９５４年 ９月
当時アメリカＹＭＣＡか
史上最大の惨事の中︑

国人宣教師がいたことに
ついて︑命を与えてまで
人に仕える人として︑そ
の生き方を問うていま
す︒
そのリーパー氏のご子
息スティーブ・リーパー

その補助をボランティア

加者がボウリングをし︑

これまでの大会は︑参

大きく盛り上がっていま

一体感が生まれ︑会場が

し合うことで各チームに

てお互いを応援し︑協力

が同じ立場・目線に立っ

の方が行う個人戦のみで

した︒

が参加されました︒

したが︑今大会からの新

てみんなで１つのスコア

きました︒ボウリングと

た﹂という言葉をいただ

この団体戦に関して

を出すというものです︒

関わる全ての人が共に楽

いうスポーツを通して︑

しい試みとして︑レーン

ピンがたくさん倒れて

しみ︑喜びを分かち合え

は︑継続的に参加されて

チームみんなで喜ぶ姿や︑

るということを感じるこ

対抗団体戦を行いました︒

時には参加者がボラン

とができました︒

いる方からも﹁参加者と

今年で７回目を迎える

ティアの方に投げ方を教

この団体戦は︑参加者と

今大会には︑顔なじみの

えてあげるという光景も

せることができてよかっ

参加者とボランティアの

︵菅田 斉・北ＹＭＣＡス

ボランティアが力を合わ

７月 日︵月・祝︶に

方々に加え︑高校生や大

見られました︒参加者も

タッフ︶

ムを編成し︑交互に投げ

﹃障がい者・児および家族

学生な ど 多く の新しい︑

ボランティアもみなさん

ボランティアの方でチー

講演会へはどなたでも

ボウリング大会﹄が開催

若いボランティアの方々

参加︶が全国 ヵ所のＹ

スチナ︑イスラエルから

ご参加いただけますの

され︑参加者 名・ボラ

ＭＣＡを訪問します︒大
阪の日程は︑上記のよう
になっています︒

さしくお伝えできればな
と思います︒継続するの
も大事ですが︑引き継ぐ
ことも大事です︒上手に
引き継いで︑それに若い
人たちの新しい発想が加
わっていくのが理想です
ね﹂と今後のことを語っ
てくださいました︒
Ｙには楽しい出会いが

一人ひとりに挨拶をな
さってい ました ︒
﹁ Ｙに関
わって友達がたくさんで
きました﹂とおっしゃる

あると今井さん︒インタ
ビュー中に横を通られる
方々をほとんどご存知で

があって︑その中に﹃話を

のも納得です︒軽いフッ
トワークと︑幅広い興味
に加え︑明るい性格が今

今年もＹＭＣＡ松尾台

ラスグループ・コー

いました︒また︑コー

の特徴がよく現れて

ルアゼリアさんのが

つり﹄が神様の見守りの

中︑例年より約１ヵ月早

らくた市︑北摂活動

されました︒﹃こどもまつ

保育時間に保護者の方々

備されました︒子どもの

まで１ヵ月以上かけて準

さんの方がおいでくださ

家族︑地域の方々とたく

両園園児︑卒園児︑そのご

当日︑松尾台︑しろがね

感が﹃こどもまつり﹄だ

に溢れたお店︑この一体

情のおうちの方々︑活気

顔︑そばでにこやかな表

フランクフルト︑池

も通園
︵？︶
され︑
大変だっ

いました︒あちこちのお な︑と感じます︒本当にた
店はお客様であふれ返り︑ くさんの方々に支えられ

り﹄は保護者会のみなさ

たろうと思いますが︑み

無事に終えられましたこ

田市からはミニＳＬ

なさん︑上手に時間をや

﹁○○︑完売です！ あり

とに感謝をいたします︒

んが中心となり︑各クラ

りくりされ︑とても楽し

がとうございました﹂の

も出店してください

そうに︑かつ真剣に取り

放送が聞こえる中︑子ど また︑来年が楽しみです︒
もたちの﹁次は︑何をしよ ︵河合美保・ＹＭＣＡ松尾

ました︒

組まれました︒楽しい出

うか⁝﹂とわくわくした

スで出し物を考え︑その

店あり︑美味しい食べ物

台幼稚園副園長︶

あり︑それぞれのクラス

仕入れから店の飾り付け

委員会の焼きそば︑

い７月 日︵土︶に開催

幼稚園恒例の﹃こどもま

▼ＹＭＣＡ松尾台幼稚園▲

神様見守りの中﹃こどもまつり﹄

ンティア 名が集いまし
しょう︒
頑張らな！﹂と明るく

とばかりで す︒ 色んなプ お っ し ゃ る 今 井 さ ん の
ログラムを見て回ること モットーは 前向き だ
は楽しいけれど︑ その分 そうです︒
﹁シニアキャンプに参加
とて も忙しいですね︒ 忙
しく 動き回 れてい るのも した 時に 自分が 人に 与え
元 気 な 証 拠 な の か な ？ ﹂ る印 象について聞く機会

年 継 続会 員 賞 受賞
かず こ

今井 利子さん

た︒

和について考え︑祈りま

●北ＹＭＣＡ●

井さんのネットワークを
築いていると感じました︒
︵編集室︶

継続するのも大事だが

いま い
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聞いてもらいやすい﹄ と
いうのがあ りました︒ こ
れからは﹃聞く﹄というこ
とを 心掛けていきたいと
思っています︒ そして自
分の 持っているものをや

引き継ぐことも大事です
と今 井さんはおっしゃい
ます ︒ 病気 で 耳が 聞こ え

● 会場を盛り上げた一体感 ●

で︑世界の友と一緒に平

ンド︑スリランカ︑パレ

の青年たち
︵アメリカ︑
イ

さ﹂を訴えながら︑世界

歳の若さで亡くなりまし

33

事として派遣されていた

カトリック堺教会

リーパー氏は︑北海道で

（堺Ｙ主管）

た︒三浦綾子の小説﹁氷 氏を団長に﹁平和文化の
点﹂
﹁続氷点﹂の中でも︑ 構築﹂と﹁いのちの大切

１８：３０〜２０：３０

んあ ってプラスに なるこ

大阪ＹＭＣＡスタッフ礼拝

自らの救命具を他の乗客

ら学生ＹＭＣＡの協力主

国際専門学校

向かう青函連絡船︵洞爺

受賞されました︒ また保
健婦 をされていた経験を
生か して︑ サン ホームの
入所選考委員会の 委員と
して ご活躍いただいてい
ます︒
﹁ボ ラ ン
ティアを
しようと
いう気負
いは全く
無く︑小さ
いころか
らみんな
の喜ぶ顔を見るのが好き

９月１６日
（木）

づらくなってからは︑ 講
演会等はなるべく前の席

『障がい者・児および家族ボウリング大会』
33
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９月１３日(月）〜１５日（水）

の集会を終えて︑仙台に

（北Ｙ主管）

に譲って死んでいった外

日本キリスト教団豊中教会

丸︶
で台風に見舞われ︑
乗

１３：３０〜１６：３０

イズ メンズ クラブ 第７回
西日 本区大 会で個 人賞を

９月１２日（日）「平和講演会」

でした︒ 戦争のために十
分な 勉強が できなかった

セプテンバーセミナー参加
を確保されているそうで
す︒﹁自分で努力しないと
仕方 がない ！でき る 時に

〟

63
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〝

大阪の日程
ので ︑ 人のためと いうよ
り自分の勉強のために活
動していま す︒ 外に 出る
と知らないことがたくさ
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９月１６日（木）「平和講演会」
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ディーン・リーパー氏召天５０周年記念
しゃいますが︑ 他のクラ
ブの 例会に も積 極 的に参
加され︑ それに対してワ
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Ｎo 565 (1947 年 10 月 27 日第 3 種郵便物認可）
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（3） ２００４年９月１日

