
 

 

 

 

ＳＹＤかわらばん 
<最新活動情報 No.108> 2017 年 6 月 20 日号 

6/3…第６回｢全国修養団運動推進会議｣５８人〔東京都・ＳＹＤホール〕 

  
全国の主なクラブ・連合会の代表者、またはそれ

に準ずる方３５人とオブザーバー４人、山﨑一紀主

幹、御手洗康理事長をはじめとする役職員１９人が

出席した。 

開会行事の後、平成２８年度事業報告・平成２９

年度事業計画の概要について説明がおこなわれ

た。休憩後、出席者は自然体験活動、週末体験活

動、家庭教育活動、愛汗実践塾、美化活動等の５

分科会に分かれ、それぞれの分科会で各組織の

取り組みや事業展開の方法、参加者の募集方法な

どを話し合った。協議終了後は各分科会から発表

がおこなわれた。 

 

 
 

 
 

5/18…「修養団理事会」１３人〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

山﨑一紀主幹ほか、御手洗康理事長をは

じめ理事１０人、監事２人が出席。平成２８年

度の事業報告・決算などを協議し、了承され

た。 
 

5/19…第７５回「青年ボランティアゼミナール」 
 ３２人〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

ＮＰＯ法人東京ベルズ代表理事の高牧康さ

んを講師に迎え、「音楽で社会貢献＆裏声ト

レーニングでモテ声に！」をテーマとした講演

を聞いた。参加者は裏声についての話を聞き

ながら、声によって受ける印象の違いなどを学

んだ。また、喉の筋力低下による「誤嚥」を防ぐ

ために、特に年配の方は歌ったり話をすること

が重要であることを講演を通じて学んだ。歌や

例文の読み上げなどもおこなわれ、笑いあふ

れる会となった。 

  
 

5/20～21…「親子で楽しむ漁業体験ｉｎ狐崎」 
２７人〔宮城県石巻市・狐崎漁村センター〕 

  《根岸秋吉、保坂正志、志村和也》 

報 告  

主催事業・活動等 
《  》内は派遣者
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宮城県を中心に、関東地方からも参加者が

集まった。刺し網収穫体験では、網にかかっ

て水揚げされる多様な魚やカニの姿に歓声が

上がった。クラフトでは、コルクボードに拾った

貝を貼り付けて壁掛けや写真立てを作った。

カキ剥き体験は、漁師さんの手ほどきで、上手

にカキを殻からはずすことができた。 
 

6/2…「修養団評議員会」１３人 

   〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

平成２８年度の事業報告・決算、平成２９年

度の事業計画・予算などについて審議の後、

承認された。また、平成３０年度事業計画への

要望について話し合われた。 
 

6/19…「修養団後援会役員会」〔東京都・ＳＹＤ会

議室〕 ※詳細次号 

 

★子ども週末ＷＡＫＵ×２ひろばリーダー研修会 
 

6/3～4…福岡 ２０人〔福岡県・北九州市立玄海青年

の家〕  《板倉和也》 

  
「身の回りのものへの感謝」をテーマに、竹

を切り出し、食器や箸、竹筒はんごうを自分た

ちで作り、野外炊事を実施した。 

また、クラフトナイフやのこぎりの安全な使い

方を再確認することができた。 〈発信・志方美緒〉 
 

6/10～11…美幌 １０人〔北海道・美幌町マナビ

ティーセンター〕 《保坂正志》 

  
野外炊事では、火おこしの方法や調理方法

について確認しながら全員でカレーライスを

作った。また、レクリエーションについての理

論・実習と、限られた情報から草野球チームの

人物とポジションを推察するワークショップ「９

人のポジション」をおこなった。 
 

6/10～11…桧原湖畔 １０人〔福島県・ばんだいふ

れあいぴあ〕 《青木富造、谷野渉》 

  
話し合い学習では、ハイキングや野外炊事

で想定される危険なことをグループでまとめ、

発表を通じて再確認することができた。また、

三瓶利正修養団評議員（修養団福島県連合

会事務局長）が、夢や目標を持つことの大切

さなどについて講話をおこなった。 
 

6/10～11…伊勢 １１人〔三重県伊勢市・伊勢青少

年研修センター〕 《山﨑政弘》 

  
参加者はロープワークや火起こし、テント設

営、応急処置などの体験学習を通じてキャン

プの技術や危機管理について学ぶとともに、

講話からＳＹＤリーダーの心構えや安全管理

について学んだ。 

 

※以下、詳細次号 
 

6/10～11…広島 〔広島県・広島市青少年野外活動

センター〕 《根岸秋吉》 
 

6/17～18…和歌山〔和歌山県高野町・普賢院〕 

   《青木富造、板倉和也、谷野渉》 
 

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】 
 

 

 
5/10 国際ソロプチミスト青梅(東京都) 32 人 

6/29 熊本県・熊本学園大学付属中学校 62 人 

6/14 徳島県・徳島市津田中学校 125 人 

6/17 三重県いなべ市立北勢中学校 410 人 

6/20 静岡県磐田市立城山中学校 880 人 

 

 

6/26 沖縄県立球陽中学校 

6/27 沖縄県・琉球大学教育学部付属中学校25 人 

6/28 沖縄県恩納村立山田中学校  

6/30 沖縄県立具志川高等学校 

7/22 島根県・(一社)出雲青年会議所 

7/26 山梨県都留市立東桂中学校

報 告 

予 定 

《青木富造､山口千恵子》 
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7/7…第９回「チャリティー演芸会～七夕まつり

で笑
しょう

の巻～」〔東京都・ＳＹＤホール〕 

《入場料》 前売・予約  １,８００円 

 当日受付  ２,０００円 

今回は立川らく次、春風亭ぴっかり☆、立

川志の太郎、柳亭市童の各氏による落語をお

楽しみいただきます。 

収益金は、フィリピンやブラジルなどのスト

リートチルドレン等の支援のために使わせてい

ただきます。お申込み・お問い合わせはＳＹＤ

まで。（℡03-3405-5441） 
 

7/21…第７６回「青年ボランティアゼミナール」 
〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

 

★子ども週末ＷＡＫＵ×２ひろばリーダー研修会 

6/24～25…山梨〔山梨県・西沢渓谷〕  

   《古城門奈津、谷野渉》 
 

7/1～2…鹿児島〔鹿児島県鹿児島市・八重山公園て

んがら館〕 《志村和也》 
 

7/9…沖縄〔沖縄県那覇市・沖縄船員会館〕 

   《青木富造、板倉和也》 

 

《 》内は派遣者 

  
 

5/18…修養団嵐山町連合会「車中総会」３５人

〔埼玉県嵐山町～〕 

今年は山梨県に向かうバス車内にて総会を

実施。「金運神社」として有名な富士吉田市・

山神社、山中湖畔にある花の都公園を訪れた

後、紅富士の湯にて懇親会をおこなった。 

  〈発信・塚本栄〉 
 

5/20…ＳＹＤボランティア友の会「第１０回総

会」１５人〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

  《山﨑一紀、久世郁夫、小川幸恵》 

 
平成２８年度の事業および決算報告、平成

２９年度事業計画・予算が審議された。 

役員改選がおこなわれ、新会長に松谷毅さ

んが就任した。第２部では、山﨑一紀主幹に

より「百聞不如一見
ひゃくぶんはいっけんにしかず

！百見不如一行
ひゃっけんはいちぎょうにしかず

！」の

テーマで記念講演がおこなわれた。 
 

5/26～27…ＳＹＤ東京ネイチャークラブ「蓮沼

門三生誕地の旅」１８人〔福島県喜多方市ほ

か〕  《小川幸恵、志村和也》 

 
一行は、蓮沼門三初代主幹生誕地「愛汗

苑」や生家・高橋家を訪問したほか、五色沼な

ども訪れた。高橋家では、当主・源右衛門氏よ

り蓮沼門三初代主幹のエピソードが披露され、

涙を流しながら話を聞く参加者もいた。 
 

5/27…修養団愛汗郡山「第１２回定例総会」 
９人〔福島県郡山市・花の祥〕 《久世郁夫》 

 
平成２８年度の事業および決算報告、なら

びに平成２９年度事業計画・予算案の承認が

おこなわれた。今秋、県下各クラブに呼びか

けて交流会を実施することも話し合われた。 
 

5/27…修養団ＴＢＳクラブ「千駄ヶ谷地区美化

清掃」８人〔東京都渋谷区・ＳＹＤビル周辺〕 

ＪＲ千駄ヶ谷駅から修養団ＳＹＤビルまでの

高速道路沿いの歩道を清掃した。会員・ＳＹＤ

本部職員のほか、近隣の町内会からも４名が

参加した。 〈発信・田畑廣明〉 
 

6/1…修養団宇部市連合会「琴崎八幡宮清掃

奉仕」２５人〔山口県宇部市・琴崎八幡宮〕 

修養団宇部市連合会が恒例行事として実

施。会員のほか、関係企業から参加者が集ま

り、約３０分間清掃活動に臨んだ。

予 定 

会員組織の主な動き 

報 告  
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（左は６月１日付 

宇部日報掲載記事） 

 

 

 

6/2…修養団嵐山町連合会女性部「ボランティ

ア・アクションｉｎフィリピン支援バッグ作り」
８人〔埼玉県嵐山町・金泉寺〕 

午前９時より作業を開始。事前に会員から

たくさんの袋が提供されたため、袋への紐通し

をおこなった。約５時間の作業で、５４４枚の袋

を完成させた。 〈発信・塚本栄〉 

 
 

6/3…修養団よよぎっこ倶楽部「笑顔のつどい」
３２人〔東京都渋谷区・キングスランド〕 

全国修養団運動推進会議の日程に合わせ

て開催され、全国から同会会員などが参加し

親睦を深めた。会の最後には恒例の「修養団

歌」「若人のうた」を参加者全員で声高らかに

歌い、盛況のうちに終了した。 〈発信・近藤節子〉 
 

6/4…修養団伊勢いなほの会「第１０回総会」 
１９人〔三重県伊勢市・伊勢青少年研修センター〕 

 
中山緑会長の開催挨拶に始まり、斎田信子

事務局よる全国修養団運動推進会議の報告、

本年度の活動予定検討会を実施。その後、シ

ンガーソングライターの海老原よしえさんに

よるコンサートがおこなわれた。〈発信・島京子〉 

 

※以下、詳細次号 
 

6/16…修養団愛汗喜多方「平成２９年度総会」
〔福島県喜多方市・喜多方市厚生会館〕《久世郁夫》 

 

6/18…楊名時太極拳・堀道場「幸せの種まき

講演会」〔鹿児島県薩摩川内市・楊名時太極拳

堀道場〕※後援：修養団鹿児島県連合会 

  《久世郁夫》 

6/18…修養団鹿児島県連合会「平成２８年度

定期総会」〔鹿児島県鹿児島市・加治屋町町民

館〕 《久世郁夫、志村和也》 
 

6/20…修養団山都愛汗の会「総会」〔福島県喜多方

市・山都開発センター〕 《山﨑一紀》 

 

 
 

6/23…修養団神奈川県連合会「第３６回定期総

会」〔横浜市・日立システムズはせがわビル〕 

   《山﨑一紀、保坂正志、小川幸恵》 
 

6/29…修養団千葉県連合会「第４３回定例総

会」〔千葉市・バーディーホテル千葉〕 

   《山崎一紀、根岸秋吉》 
 

7/7…修養団日立システムズ五十鈴会「第２９回

定期総会」〔横浜市・日立システムズはせがわビル〕  

   《久世郁夫、小川幸恵》 
 

7/13…修養団福島県連合会「平成２９年度理事

会・通常総会」〔福島県郡山市・ベルヴィ郡山館〕 

   《山﨑一紀、保坂正志》 
 

 

 

 <発行・連絡先>  
 

  ＳＹＤ(公益財団法人修養団) 社会教育部 

〒151－0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-25-2 

☎03(3405)5441 FAX03(3405)5424 

E-mail : info@syd.or.jp 

ホームページ : http://www.syd.or.jp/ 

予 定 

修養団監事・評議員の辞任と選任 
※敬称略 

〈監 事〉 

辞 任 

 金川貴宣(北越紀州製紙㈱新潟工場事務部長) 

  ６月１日付 

 深町貴均(ふかまちＦＭＣオフィス代表) ６月２日付 
  

選 任 

 板垣和彦(北越紀州製紙㈱人事部長) ６月２日付 
 

〈評議員〉 

辞 任 

 郡司俊雄(江戸川大学特任教授) ３月３日付 

 前田嘉弘(前修養団香川県連合会会長) ５月３日付 
  

選 任 

 川原宣子(修養団香川県連合会会長) ６月２日付 


