
 

 

 

 

ＳＹＤかわらばん 
<最新活動情報 No.109> 2017 年 7 月 20 日号 

子ども自然体験キャンプ、この夏１３会場で開催予定！ 
 

★ＳＹＤ主催･子どもゆめ基金助成活動 
※桧原湖畔会場・沖縄会場は、障害児（各会場１０名）を招待。 

★ＳＹＤ主催 

★連合会・クラブ等共催 

 

 

 

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〕 

 

7/29～8/3…第１回「全国青年ボランティア・ア

クションｉｎ福島」〔ばんだいふれあいぴあ、喜多

方市、会津若松市、被災地仮設住宅ほか〕《遠藤

信幸、高橋源右衛門、山﨑一紀、青木富造、岩佐加

寿子、山口千恵子、板倉和也、谷野渉》 
 

8/10～11…「青年ボランティア・アクションｉｎ

フィリピン」支援品袋詰め作業〔東京都・ＳＹ

Ｄホール〕 
 

8/15～21…「瀬戸内海（小豆島）キャンプの

旅」〔岡山県・香川県〕 《青木富造、谷野渉》 

 

 

 
 

 

8/22～28…青年ボランティア・アクションｉｎフィ

リピン〔マニラ市、ケソン市ほか〕《青木富造、山口千恵子》 
 

8/29～31…第３回「東日本大震災仮設住宅訪

問青少年ふれあいボランティア」〔福島県・ば

んだいふれあいぴあほか〕《青木富造、板倉和也、谷野渉》 
 

9/16～18…第４回「東日本大震災仮設住宅訪

問青少年ふれあいボランティア」〔福島県・ば

んだいふれあいぴあほか〕《青木富造、板倉和也、谷野渉》 
 

9/9～10…「親子で楽しむ漁業体験ｉｎ狐崎」〔宮

城県石巻・狐崎漁村センター〕 

  《根岸秋吉、保坂正志、志村和也》

 名称 開催地《派遣者》 期日 

➊ あっさぶ 

 

北海道厚沢部町 

レクの森キャンプ場 

《根岸秋吉､真下淳一､志村和也》 

7/27 

～30 

➋ 

※ 

桧原湖畔 

 

福島県北塩原村 

ばんだいふれあいぴあ 

《青木富造､板倉和也､谷野渉》 

8/4 

～7 

➌ いばらき 

 

茨城県土浦市 

県立中央青年の家キャンプ場 

《志村和也､中野淳一》 

8/17 

～20 

➍ 

 

瀬戸内海 香川県小豆島町 

小豆島ふるさと村キャンプ場 

《板倉和也､谷野渉》 

8/17 

～20 

➎ 鹿 児 島 鹿児島県鹿児島市 

八重山公園キャンプ場 

《志村和也､真下淳一》 

8/9 

～12 

➏

※ 

沖  縄 沖縄県渡嘉敷村 

国立沖縄青少年交流の家ｷｬﾝﾌﾟ場 

《板倉和也､小川幸恵》 

8/10 

～13 

 名称 開催地《派遣者》 期日 

➊ 富 士 山 
〈対象：小学２年生 

～小学６年生〉 

静岡県富士宮市・ふもとっぱら 

《武田数宏、寺岡賢、山﨑政弘》 

8/21 

～24 

➋ 関  西 
〈対象：小学２年生 

～小学６年生〉 

滋賀県東近江市・あいきょうの森 

《武田数宏、寺岡賢、山﨑政弘》 

8/7 

～10 

 名称 開催地《派遣者》 期日 

➊ 美  幌 

 

北海道美幌町・報徳会館つどうむ２１ 

《保坂正志》 

8/3 

～6 

➋ 

 

房  総 

 

千葉県鋸南町・ 

佐久間ダム湖キャンプ場 

《谷野渉》 

8/9 

～12 

➌ 友  愛 
〈対象：小学３年生 

～中学３年生〉 

滋賀県東近江市・四季の森キャンプ場 

《久世郁夫》 

8/11 

～14 

➍ 

 

広  島 

いきいき 

広島県広島市・ 
広島市青少年野外活動センター 

《根岸秋吉》 

8/3 

～6 

➎ 北部九州 

 

福岡県北九州市・ 
市立玄海青年の家キャンプ場 

《保坂正志》 

8/10 

～13 

青少年事業の予定(キャンプを除く) 
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《武田数宏、寺岡賢、山﨑政弘、斎田聖生、竹本英美、

亀田希奈里》 
 

7/24～26…第４回「茨木寺子屋伊勢合宿」（共

催事業）  
 

7/28～30…第２７回「岸和田少年少女サマー

スクール」（共催事業） 
 

8/1～3…第４６回「伊勢少年少女合宿講習会」

（共催事業） 
 

8/26～28…「橿原ジュニアサマースクール」

（共催事業）  
 

9/9～10…「４０キロナイトウォークの集い」 

 

 
 

 
 

6/19…「修養団後援会役員会」４人〔東京都・ＳＹ

Ｄ会議室〕 
 

7/7…第９回「チャリティー演芸会」８１人〔東京都・

ＳＹＤホール〕 

 

「七夕まつりで笑
しょう

」のタイトルで、立川らく次、

春風亭ぴっかり☆、立川志の太郎、柳亭市童

の各氏による落語会がおこなわれた。 

収益金１１９,１１９円は「幸せの種まき献金」

に入金され、ストリートチルドレン支援に使わ

れる。 
 

7/15～17…第２回「東日本大震災仮設住宅訪

問青少年ふれあいボランティア」〔宮城県名取

市・箱塚グランド仮設住宅ほか〕《青木富造、板倉和也、

谷野渉》 ※詳細次号 
 

 

★子ども週末ＷＡＫＵ×２ひろばリーダー研修会 
 

6/10～11…広島 １７人〔広島県・広島市青少年野外

活動センター〕 《根岸秋吉》 

根岸秋吉ＳＹＤ常務理事が「ＳＹＤキャンプ

のねらいと目的」について講話をおこなったほ

か、グループワークでは夕食づくりや「子ども

たち一人ひとりと向き合うために大切なコミュニ

ケーション」をテーマとした話し合い学習を実

施した。 

 
 

6/17～18…和歌山 １０人〔和歌山県高野町・普賢

院〕  《中山緑、青木富造、板倉和也、谷野渉》 

 
高野山の参詣登山として、全長約２４キロの

町石道を完歩した。また、普賢院の森寛勝住

職の法話や、中山緑修養団伊勢いなほの会

代表の講話を聞いた。翌日は朝のお勤めを体

験し、高野山奥の院の御廟を参拝した。 
 

7/1～2…鹿児島 １０人〔鹿児島県鹿児島市・八重

山公園てんがら館〕 《志村和也》 

 
参加者は下村祐毅修養団鹿児島県連合会

会長から、連合会やキャンプについての講話

を聞いたほか、野外炊事で火をつける練習や

ナタの使い方を学び、竹でご飯を炊いた。ま

た、今夏のキャンプ会場を下見し、プログラム

についての打ち合わせをおこなった。 

 

7/9…沖縄 １２人〔沖縄県那覇市・沖縄船員会館〕 

    《青木富造、板倉和也》 

   
ＳＹＤキャンプのプログラムについてや食事

における注意点、障害を持つ子どもたちとのコ 

伊勢青少年研修センター青少年事業 

報 告  

主催事業・活動等 
《  》内は派遣者
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ミュニケーションなどについて研修した。今夏

のキャンプに向け、昨年参加したリーダーから

も意見を聞き、プログラム内容の協議をおこ

なった。 
 

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】 
 

 

 
6/26 沖縄県立球陽中学校 90 人 

6/27 沖縄県立普天間高等学校 40 人 25 人 

 沖縄県・琉球大学教育学部付属中学校  

   166 人 

6/28 沖縄県恩納村立山田中学校 35 人 

6/29 沖縄県南城市・島添の丘 20 人 

6/30 沖縄県立具志川高等学校 40 人 

7/22 島根県・(一社)出雲青年会議所 55 人 

7/26 山梨県都留市立東桂中学校 65 人 
 

 

9/15 長崎県諫早市立真城中学校 

9/20 福島県立磐城農業高等学校  

 

《 》内は派遣者 

  
 

6/9…修養団美幌会「美幌神社清掃奉仕」 
１９人〔北海道美幌町・美幌神社〕 

天候に恵まれ、田口義全司会長をはじめ会

員が集い、神社境内の草取りや木の枝の片づ

けをおこなった。終了後は懇親会を開き親睦

を深めた。 〈発信・田中トキ子〉 

 
 

6/16…修養団愛汗喜多方「平成２９年度総会」
２７人〔福島県喜多方市・喜多方市厚生会館〕  

  《久世郁夫》 

 
平成２８年度事業報告・収支決算が承認さ

れ、ならびに平成２９年度事業計画・収支予算

案が可決された。また「愛汗実践塾」の開催が

決定されたほか、子ども自然体験キャンプを

はじめとするＳＹＤ主催事業への支援も承認さ

れた。 

喜多方市・山口信也市長、佐藤一栄市議

会議長、瓜生信一郎福島県議が臨席された。 
 

6/18…楊名時太極拳・堀道場「幸せの種まき

講演会」２０人〔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》 

 
昨年に続き、主に同道場で太極拳を学ぶ

方々が参加。修養団鹿児島県連合会から下

村祐毅会長らも駆けつけた。久世郁夫ＳＹＤ

専務理事が、「日本の心に学ぶ～今から、ここ

から、私から～」をテーマに講演した。 
 

6/18…修養団鹿児島県連合会「平成２９年度

定期総会」１４人〔鹿児島市・加治屋町町民館〕  

   《久世郁夫、志村和也》 
平成２８年度事業報告・決算、２９年度事業

計画・予算が審議され、それぞれ承認された。 

席上、志村和也ＳＹＤ講師補が今年度の鹿

児島子ども自然体験キャンプについて説明し、

その後、久世郁夫ＳＹＤ専務理事が記念講演

をおこなった。 

 
 

6/20…修養団山都愛汗の会「総会」１１人〔福島

県喜多方市・山都開発センター〕 《山﨑一紀》 

平成２８年度事業報告、決算報告の承認、

平成２９年度事業計画および予算が事務局提

案通り可決された。また、役員改選がおこなわ

れ、全役員の留任が承認された。 

 〈発信者・佐藤喜久司〉 
 

6/23…修養団東松山向上会「平成２９年度定

期総会」３８人〔埼玉県東松山市・ホテル紫雲閣〕 

「明魂」の朗誦のほか、ビンゴゲームやカラ

オケなどで楽しい親睦のひとときを過ごした。 

   〈発信者・岡部宣子〉 

会員組織の主な動き 

報 告  

報 告 

予 定 

《青木富造､山口千恵子》 
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6/23…修養団神奈川県連合会「第３６回定期総

会」１０人〔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》 

 
「誓願」斉唱後、北原央会長が挨拶し、山﨑

一紀ＳＹＤ主幹が祝辞を述べた。その後、平

成２８年度事業報告および決算、平成２９年度

事業計画と予算が承認されたほか、役員改選

がおこなわれた。 
 

6/25…上小黒部町内会レクリエーション・第１３

回敬老会「幸せの種まき講演会」３４人〔北

海道江差町・小黒部寿の家〕 《久世郁夫》 

 
修養団江差クラブの協力により実施され、

久世郁夫ＳＹＤ専務理事が「幸せの種まき～

今から、ここから、私から～」の演題で講演した。 
 

6/27…修養団埼玉県連合会「総会」２０人〔埼玉

県嵐山町・金泉寺〕 《山﨑一紀、根岸秋吉》 

 
平成２８年度事業報告、決算報告の承認、

平成２９年度事業計画および予算が承認され

た。今年度は修養団寄居クラブが中心となっ

てセミナー事業を開催することが決定された。 
 

6/29…修養団千葉県連合会「第４３回定例総

会」２１人〔千葉市・バーディーホテル千葉〕 

   《山﨑一紀、根岸秋吉》 

平成２８年度事業報告・収支決算が承認さ

れ、平成２９年度事業計画・収支予算案が可

決された。総会終了後、落語家の立川らく次さ

んが「片棒」の演目で記念口演をおこなった。 

また、諸活動への功績に対し、安田敬一会

長から３人の会員に対し感謝状が贈呈された。 

合わせて役員改選がおこなわれ、前田和弘

事務局長が副理事長（兼務）に、青津義夫さ

んが理事に就任した。 

  
 

7/7…修養団日立システムズ五十鈴会「第２９

回定期総会」１２人〔神奈川県横浜市・はせがわ

ビル〕  《久世郁夫、小川幸恵》 

 
平成２８年度活動報告・決算報告、平成２９

年度の事業計画案・予算案、新任役員案がそ

れぞれ承認された。また、久世郁夫ＳＹＤ専務

理事より、諸活動に対する一層の参加協力の

呼びかけがおこなわれた。 
 

7/13…修養団福島県連合会「平成２９年度通常

総会」２９人〔福島県郡山市・ベルヴィ郡山館〕 

   《山﨑一紀、保坂正志》 

 
平成２８年度活動報告・決算報告、平成２９

年度の事業計画案・予算案がそれぞれ承認さ

れた。また、県下３地域での「愛汗実践塾」の

実施などを盛り込んだ「大転換期の修養団福

島県連合会地域貢献」案が新しい事業計画

案として承認された。 
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  ＳＹＤ(公益財団法人修養団) 社会教育部 
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