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10/15～17…「神嘗祭特別講習会」４３人〔三重

県伊勢市・伊勢青少年研修センター〕《山中隆雄、

金子一也、武田数宏、寺岡賢、山﨑政弘、斎田聖生、

竹本英美、亀田希奈里》 

 
 

 
 

  
〈写真提供：伊勢志摩経済新聞〉 

 

参加者は、今年のお初穂を船に載せ、五十

鈴川から神宮に奉納する恒例の「川曳き」行

事に参加し、冷たい雨が降り凍えるような寒さ

の中、威勢のよい掛け声や木遣り歌、ほら貝

の音を背に、腰や胸まで水に浸かりながら船

を曳いた。 

また、期間中は童心行や、山中隆雄、金子

一也特別講師による講話など受講したほか、

１６日夜には伊勢神宮・内宮にて、神宮におけ

る最も重要な祭儀「神嘗祭」の由貴夕大御饌

（ゆきのゆうべのおおみけ）を奉観した。 
 

11/3～5…第５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」１７人〔宮

城県石巻市・開成第１２団地東集会所ほか〕 

   《青木富造、板倉和也、谷野渉》 

 
 

 
仮設住宅での交流活動に先立ち、参加者

は「がんばろう石巻」の看板が設置されている

石巻市・門脇地区の復興祈念公園予定地を

訪問。食事提供ではカレーや杏仁豆腐のほ

か、寒い季節となり豚汁の提供もおこなった。 

今回はブラジル修養団のリーダーやシンガ

ポールからの留学生も参加し、住民の方々と

交流を図るとともに、前日から練習した歌やダ

ンスを披露した。 

 

主催事業・活動等 

報 告  

《  》内は派遣者
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11/11…ストリートチルドレン支援「チャリティー

バザー」〔東京都渋谷区・ＳＹＤビル〕 

全国のＳＹＤ連合会・クラブや企業から提供

品が集まり、ボランティア３０人、近郊のＳＹＤ

青年部メンバー２０人、役職員１０人が販売に

あたった。 

 
バザー会場には、修養団埼玉県連合会か

ら４７人が来場したほか、同会会員が栽培した

新鮮野菜の即売所も設けられた。 

また、ポップコーンやわたあめも販売された。 

収益金は「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。 

 
 

  
 

11/11～12…「子ども週末ＷＡＫＵ×２ひろば

リーダー研修会」（北九州）１２人〔福岡県北

九州市・市立玄海青年の家〕 《板倉和也》 

１２月の「子ども週末ＷＡＫＵ×２ひろば」の

テーマである「仮装大賞」に向けて予行練習を

おこなった。 

当日の時間配分や改善点などを確認しな

がら、各グループごとに工夫を凝らした仮装づ

くりに励み、最後の発表では大いに盛り上

がった。 

また、「プログラムディレクター・マネージメン

トディレクターの役割について考えてみよう」を

テーマとしたグループワークを通じ、リーダー

のあり方や役割分担の大切さについて、参加

者全員で共通認識を持つことができた。 

  
 

  

 

※以下、詳細次号 

 

11/14～17…第１１７９回「みがく講習会」〔三重

県伊勢市・伊勢青少年研修センター〕１２人 

《武田数宏、寺岡賢、山﨑政弘、斎田聖生、竹本英美、

亀田希奈里》 
 

11/17…第７９回「青年ボランティア・ゼミナー

ル」〔東京都渋谷区・ＳＹＤ会議室〕 

 

11/18～20…特別開催「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》 

 

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】 
 

 

 

10/25 北海道北見市立小泉中学校 108 人 

10/26 神奈川県・カリタス女子中学高等学校 

    200 人 

10/27 宮城県登米市立米山中学校 274 人 

10/31 長崎県東彼杵町立千綿中学校 90 人 

11/ 2 北海道帯広市立大空中学校 250 人 

11/ 9 徳島県立徳島商業高等学校 801 人 

11/15 東京富士大学 16 人

報 告 

《青木富造､山口千恵子》 
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11/30 高知県香美市立香北中学校  

12/ 1 福岡県・福岡舞鶴誠和中学校 

12/ 4 長崎県南島原市立口之津中学校 

12/ 4 長崎県南島原市立布津中学校 

12/ 5 長崎県南島原市立南有馬中学校 

12/ 6 長崎県上五島町立有川中学校 

12/ 7 長崎県佐世保市立吉井中学校 

12/12 徳島県立徳島北高等学校 

12/14 北海道白老東高等学校 

 

 

 

11/27～12/1…伊勢青少年研修センター「皇

居勤労奉仕」〔東京都千代田区・皇居ほか〕  

  《寺岡賢、山﨑政弘、斎田聖生》 
 

12/5～8…第１１８０回「みがく講習会」〔三重県伊

勢市・伊勢青少年研修センター〕《武田数宏、寺岡

賢、山﨑政弘、斎田聖生、竹本英美、亀田希奈里》 
 

12/10…第２８回「ふれあい祭り～愛の助け合

いチャリティーバザー～」〔三重県伊勢市・伊

勢青少年研修センター〕 
 

12/10…「子ども週末ＷＡＫＵ×２ひろばリー

ダー研修会」（鹿児島）〔鹿児島県日置市・伊

集院地区公民館〕 《志村和也》 
 

12/15…第８０回「青年ボランティア・ゼミナー

ル」〔東京都渋谷区・ＳＹＤ会議室〕 
 

12/19…「修養団理事会」〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 
 

12/25～29…第１回「冬期子ども自然体験（ス

キー）キャンプ」〔福島県北塩原村・ばんだいふ

れあいぴあほか〕 

 

★子ども週末ＷＡＫＵ×２ひろば 
 

12/2～3 北九州〔福岡県北九州市・市立玄海青年

の家〕 《板倉和也》 
 

12/16 広島〔広島県・坂町社会福祉協議会アセンブ

リーホール〕 《保坂正志》 
 

12/16～17 郡山〔福島県郡山市・みどり幼稚園〕 

  《平栗健一郎、板倉和也》 
 

12/17 鹿児島〔鹿児島県日置市・伊集院地区公民

館〕 《志村和也》 

 

12/23～24 伊勢〔三重県伊勢市・伊勢青少年研修

センター〕 《山﨑政弘》 

 

《 》内は派遣者 
 

 
 

10/20…修養団豊栄「家庭教育セミナー」２７人

〔新潟県新潟市・豊栄地区公民館〕  

   《阿部正機、保坂正志》 

保坂正志ＳＹＤ講師が「よりよく生きる」と題

し講演。その後、新潟市秋葉区・観音寺の阿

部正機住職が「今ここを豊かに歩む～ご縁を

結んでいく～」の題名で講演をおこなった。 

また、歌唱の時間では「もみじ」「里の秋」

「ふるさと」など６曲を和やかな雰囲気の中、参

加者全員で高らかに歌った。 

 
 

 
 

10/25…修養団嵐山町連合会「つくってたべよ

う会」２５人〔埼玉県嵐山町・金泉寺〕 

朝９時頃から会員が集い調理を開始。今年

はすいとんやいなり寿司を作った。 

また、会員から煮物や漬物などの「持ち寄

り」があり、１１時から、和気あいあいと料理を

おいしくいただきながら懇談した。〈発信・塚本栄〉 
 

10/28…修養団ＴＢＳクラブ「千駄ヶ谷地区美化

清掃」７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。 

   〈発信・菅野浩和〉 
 

11/10…修養団下田・修養団新潟県連合会

「愛汗実践塾」３６人〔新潟県三条市・下田公民

館〕  《久世郁夫》 

報 告  

予 定 

予 定 

会員組織の主な動き 
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参加者の半数以上がＳＹＤの事業に初めて

参加。童心行のほか、講話「愛と汗の心－幸

せの種をまこう！」、体験学習「コミュニケー

ション・ゲームと自己診断」を実施した。 
 

11/10～11…修養団新潟県連合会「会員研修

会」１４人〔新潟県三条市・風雅亭山水ほか〕 

   《久世郁夫》 

三条市文化財保護審議会委員の石澤功 

氏による講演「八十里越峠の歴史より」がおこ

なわれたほか、湯たり亭多遊（修養団下田・高

橋勝之さん）の落語が披露された。 

翌日、参加者は三条市内にある「三条鍛冶

屋道場」でペーパーナイフ作りを体験した。 
 

11/11…修養団伊勢向上会、修養団岐阜県連

合会灯会、修養団伊勢いなほの会「心を

みがくセミナー」２４人〔三重県伊勢市・修養団

伊勢青少年研修センター〕 《山崎一紀、保坂正志》 

 
 

 
三重県を中心に、岐阜県や岡山県からも参

加者が集った。 

山﨑一紀ＳＹＤ主幹の講話「幸せな人生と

は？」のほか、保坂正志ＳＹＤ講師による体験

学習「ブラインド・ウォーク」がおこなわれた。 
 

11/19…修養団美幌会「リフレッシュセミナー」

（愛汗実践塾）〔北海道美幌町・町保健福祉総

合センターしゃきっとプラザ〕 《山﨑一紀、保坂正志》 

※詳細次号 

 

 

 

11/23…ＳＹＤ東京ネイチャークラブ「晩秋の比

企丘陵と座禅体験の旅」〔埼玉県比企郡〕 
 

12/10…修養団宇部市連合会「第４７回宇部

市街頭美化清掃」〔山口県宇部市内〕 
 

12/23…皇居参賀の集い実行委員会「皇居参

賀の集い」〔東京都千代田区・皇居〕 
 

12/23～24…修養団伊勢いなほの会「辻幹雄

さん１１弦ギターコンサート」〔伊勢市・伊勢

青少年研修センター〕 

 

 

 

平成３０年版日々の力「元気万歳！」 

好評販売中！ 
 

絵・文字：佐藤和喜 

１部－６４８円（税込） 

※ご注文は１冊から承ります。 
 

特典 

☆４部以上ご注文 

贈呈用のし袋を 

お付けします。 
 

☆１０部以上ご注文 

送料サービスいたします。 
 

☆３０部以上 

多部数割引いたします。 

 

詳細 

ＳＹＤ社会教育部まで 

 

 

 

 

ご 案 内 
各連合会・クラブから全国各地の連合

会・クラブ等(約１８０ヶ所)へ送付を希望

される印刷物(「ＳＹＤかわらばん」に同封

可能な印刷物)がありましたら、毎月５日

までに社会教育部までご相談ください。 

 <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 


