
 

 

 

 

ＳＹＤかわらばん 
<最新活動情報 No.114> 2018 年 1 月 19 日号 

12/25～29…第１回「冬期子ども自然体験（スキー）キャンプ」７７人〔福島県北塩原村・ばんだいふれあい

ぴあ、グランデコスノーリゾート〕  《髙橋源一郎、相田好美、青木富造、板倉和也、谷野渉》 

   

例年以上に積雪が多く、吹雪のためにプログラム変更もあったが、参加者やリーダーは事故なく、楽しく

過ごすことができた。スキー場でのゲレンデスキーのほか、雪像づくりやアイスクリームづくり、レクリエーショ

ン大会などを通して多くの友だちを作ることができた。 

 
 

  
 

 
 

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～」３５０人〔三重県伊

勢市・伊勢青少年研修センター〕 

 
 

 

会場には地域住民や家族連れなど多くの

来場者が詰めかけ、衣類や雑貨のほか、コー 

 

ヒー、カレーなどの軽食も販売された。また、

つきたての餅の即売もおこなわれ、来場した

子どもたちも飛び入りで餅つきのお手伝いをし

た。 

バザーには修養団伊勢向上会、修養団伊

勢いなほの会、修養団岐阜県連合会灯会、皇

學館大学を中心とする青年リーダー、一般社

団法人伊勢青年会議所のメンバー、伊勢市

内の社会福祉施設関係者などがボランティア

として参加。 

収益金約４６万円は「幸せの種まき献金」に

入金され、バザー実施に協力した市内の福祉

施設などに支出された。 
 

12/15…第８０回「青年ボランティア・ゼミナー

ル」１９人〔東京都渋谷区・ＳＹＤ会議室〕 

 
昭和女子大学３年生で、２０１６年リオデジャ

ネイロパラリンピック水泳日本代表の森下友紀

さんが「パラリンピックを通して」と題し講演した。 

主催事業・活動等 

報 告  

《  》内は派遣者
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自分と他人との違いを認めることができたこ

と、仲間の大事さ、目標に向かって楽しむこと

など、パラリンピックとの出会いで学んだ森下

さんの経験談を参加者は熱心に聞いた。 

また、講演後は年末恒例のクリスマス会が

おこなわれ、ゲームやプレゼント交換で盛り上

がった。 
 

12/23…「親子ｄｅにっこりクリスマス会」４５人

〔東京都渋谷区・ＳＹＤホール〕 

  《古城門奈津、板倉和也》 

 

ＳＹＤ青年部の諸活動に参加したリーダー

の家族を中心に多数の親子連れが参加。クリ

スマスツリーの飾りつけやレクリエーション、

ケーキづくりなどで楽しいひとときを過ごした。 
 

1/6～8…第６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」１９人〔宮城

県石巻市・新沼田第一復興住宅〕 

   《青木富造、板倉和也》 

  
 

 

初めて訪問した復興住宅で、住民の方々と

の交流活動を実施した。参加者は食事提供の

ほか、歌や踊りなどの出し物を披露した。また、

震災当時の様子を聞くなど、有意義な交流の

時間を持つことができた。 
 

1/7～8…「初詣・新春のつどい」２８人〔三重県伊

勢市・伊勢青少年研修センター〕《武田数宏、寺岡

賢、斎田聖生、竹本英美、亀田希奈里、中山貴生》 

参加者は「伊勢木遣り」、「伊勢音頭」など伊

勢の伝統文化に触れたほか、和太鼓集団「志

多ら」が演奏を聞いた。また、餅つきや書き初

めなどにも取り組んだ。 

翌日は、伊勢神宮内宮の特別参拝をはじ

め、内宮に鎮座するお社巡りを実施。 

  
 

1/19…第８１回「青年ボランティア・ゼミナール」
〔東京都渋谷区・ＳＹＤ会議室〕 ※詳細次号 

 

★子ども週末ＷＡＫＵ×２ひろば 

12/16 広島 ４８人〔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》 

  

昨夏の「広島いきいき子ども自然体験キャン

プ」に参加した子どもたちが中心に集まり、レ

クリエーションや写真立てを使った工作のほか、

新聞紙で衣装を作りファッションショーをおこ

なった。また、近くにある「きらり・さかなぎさ公

園」に出かけ、ゴミ拾いのボランティア活動も

実施した。 
 

12/16～17 郡山 ９２人〔福島県郡山自然の家〕 

  《平栗健一郎、板倉和也》 

   
郡山市のみどり幼稚園に通う幼稚園児と卒

園生が参加。１日目は村づくり、村旗づくりの

ほかキャンドルファイヤー、レクリエーションを

おこなった。２日目は平栗健一郎さんによる小

学生向けの講話のほか、野外活動では同幼

稚園の先生方による宝探しや音当てゲームが

おこなわれた。 
 

12/17 鹿児島 ４５人〔鹿児島県日置市・伊集院地

区公民館〕 《志村和也》 
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レクリエーションやプレゼント交換のほか、ク

リスマスケーキや紙皿を利用したクリスマスリー

スづくりをおこなった。 
 

12/23～24 伊勢 ４６人〔三重県伊勢市・伊勢青

少年研修センター〕 《山﨑政弘》 

  

スプーンリレーや玉入れなどの運動会や、

プレゼント交換、クリスマスソックスづくりをおこ

なった。参加した子どもたちが就寝したあと、

青年リーダーがクリスマスソックスに手づくりの

フォトフレームを入れて枕元に配布した。 
 

★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、保坂正志、寺岡賢、斎田聖生、

亀田希奈里、中山貴生》 

1/ 9～12…第１１８１回 １３人 

  
 

1/16～19…第１１８２回 ※詳細次号 
 

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】 
 

 

 

1/12 鹿児島県徳之島町立手々小・中学校  

   27 人 

1/13 鹿児島県天城町立天木中学校 105 人 

1/16 大分県玖珠町立八幡中学校 38 人 

1/18 北海道大空町立女満別小学校  

       +大空町立東藻琴小学校 60 人 
 

 

1/31 北海道仁木町立仁木中学校  

2/17 北海道函館市立光成中学校 
 

 

 

2/7～9…「リフレッシュセミナー」〔福島県猪苗代

町・レイクサイド磐光〕 

企業・団体の一般社員・職員および個人

が対象。体験学習やグループワークなどを

通して自己を見つめ、心と体のリフレッシュを

図る。 

2/11～12…「全国青年ボランティア・フェスティ

バル」〔東京都渋谷区・ＳＹＤホール、国立オリン

ピック記念青少年総合センター〕 

※２月１１日席上、「ＳＹＤきらめきメッセージ全

国大会」発表および審査・表彰、「ＳＹＤボラ

ンティア奨励賞」表彰および受賞者による

活動報告がおこなわれる。 
 

★みがく講習会〔三重県伊勢市・伊勢青少年研修セ

ンター〕 

1/30～2/2…第１１８３回 

2/ 6～9  …第１１８４回 
 

★みがく特別講習会〔三重県伊勢市・伊勢青少年

研修センター〕 

2/ 3～ 4…第１回 

2/10～11…第２回 

 

《 》内は派遣者 
 

 
12/23…皇居参賀の集い実行委員会「皇居参

賀の集い」５６人〔東京都千代田区・皇居〕 

 《保坂正志、小川幸恵、志村和也》 

 

神奈川県・千葉県・東京都の各連合会によ

る実行委員会の主催で実施。遠くは福島県や

広島県からも参加者が集った。この日、８４歳

を迎えられ、皇居・長和殿にお立ちになられた

天皇陛下のお言葉を拝聴し、万歳三唱でお

祝い申し上げた。その後、楠公レストハウスで

の昼食会で、参加者相互に懇親を深めた。 

 

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」３８人〔三重県

伊勢市・伊勢青少年研修センター〕 

 

報 告  

会員組織の主な動き 

予 定 

予 定 

報 告 

《青木富造､山口千恵子》 
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参加者は２３日午後、斎宮歴史博物館とい

つきのみや歴史体験館を見学。コンサートで

は共演の篠笛奏者・原彰宏さんとの演奏を聴

いた。翌日は内宮の特別参拝、お神楽奉納を

済ませ、帰路についた。 《発信・島京子》 
 

 

 

1/28…修養団香川県連合会「家庭《共育》セミ

ナー」〔香川県高松市・香川県教育会館〕  

  《山﨑一紀、保坂正志》 
 

2/11…修養団千葉県連合会、修養団神奈川

県連合会、修養団東京都連合会「修養団

創立１１２周年を祝う集い」〔東京都・ＳＹＤ

ホール〕 
 

 
 

1/3～2/10…ブラジル修養団「青少年講習会・

講演会」〔ブラジル・サンパウロほか〕 《谷野渉》 

 
ＳＹＤ・谷野渉講師補のブラジル派遣に合わ

せ、下記の日程で各地において青少年対象の

講習会や大人対象の講演会が開催されている。 
 

1/5～7…モジダスクルーゼス少年少女講習会 

1/9…指導者研修会 

1/12～14…スザノ少年少女講習会 

1/16～18…アサイ少年少女講習会 

1/19～21…マウアダセーハ少年少女講習会 

1/23～25…リーダー養成講習会 

1/26～28…マリンガ修養林間学校 

2/3～4…リーダー研修 

2/6…講演会 
 

 

 

おめでとうございます 

平成２９年度 修養団功労者表彰 受賞者 
（敬称略・順不同） 

【名誉団員】 １人 

新潟県 佐藤清 

【団体表彰】 ２団体 

東京都 修養団ＴＢＳクラブ 

 ＳＹＤ東京ネイチャークラブ 

【個人表彰】 ８人 

福島県 金田市男 

埼玉県 嘉悦幸子 

神奈川県 坂本大生 

新潟県  北村順子、小林チヨ、渡辺美津技 

ブラジル 浅海護也、土井尚ニコラウ  

【個人感謝状】 ２３人 

埼玉県 瀧深徹 

千葉県 内山弘子、柳内光子 

富山県 江㞍昭 

静岡県 田井中正志、早房明宏、三木亨 

岐阜県 内藤宙 

三重県 大西利彦、落合勲、織戸啓、 

 松田日出美、松田浩紀 

滋賀県 北村遥明 

京都府 藤岡百合子 

大阪府 森弘俊 

兵庫県 筒井正浩 

広島県 柿本和彦 

山口県 前田敏統 

福岡県 石丸龍、白駒妃登美、橘一徳 

【団体感謝状】 ３団体 

宮城県  一般社団法人石巻じちれん 

富山県 株式会社スリー・ティ 

福井県 株式会社ジャクエツ 

 

○＊「日比友好チャリティ演劇イベント」収益金贈呈 

山口千恵子ＳＹＤ青年部次

長の著書「パヤタスに降る星」

を題材にし、１２月９日に開催

された演劇「Ｌｉｔｔｌｅ Ｓｍｉｌｅ～

ささやかな勇気の童話～」の

収益金１３９,０００円が、１２月

２１日、総合プロデューサーの

水野あんなさんから青木富造

常務理事に手渡された。 

収益金は、幸せの種まき献

金の「フィリピン学校支援」とし

て入金され、パンガラップ・

ラーニング・スクールの学校運

営支援に使われる。 

 
 

 

予 定 

ブラジル修養団情報 

情報あれこれ 

 <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/ 


