
 

 

 

 

ＳＹＤかわらばん 
<最新活動情報 No.120> 2018 年 7 月 20 日号 

子ども自然体験キャンプ 

この夏１１会場で開催予定！ 
 

ＳＹＤ主催 ★は子どもゆめ基金助成活動 

〈対象：小学１年生～中学３年生〉 

※桧原湖畔会場･沖縄会場は障がい児等を招待(各会場１０名) 

 

ＳＹＤ伊勢青少年研修センター主催 
〈対象：小学２年生～中学３年生〉 

 

連合会・クラブ等共催 

※友愛キャンプは障がい者受け入れ可能（年齢制限なし） 

※広島キャンプは豪雨災害に伴い中止 

 
 

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、東日本大震災復興住宅ほか〕

《遠藤信幸、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》 
 

8/9･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〕 
 

8/9～11…子どもわくわく自然体験キャンプ〔福

島県・ばんだいふれあいぴあ〕 《青木富造、谷野渉》 

福島県及び関東在住の一人親家庭や児童

養護施設等で暮らす児童・生徒を招待。 
 

8/11…第８５回「青年ボランティアゼミナール」
〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

 

8/21～27…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》 
 

9/8～9…「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〕 《保坂正志、志村和也》 
 

9/15～17…ばんだいキャンプリーダーの集い
〔福島県・ばんだいふれあいぴあ〕《青木富造、板倉和也、

谷野渉》  
 

 
《武田数宏、寺岡賢、山﨑政弘、斎田聖生、竹本英美、

亀田希奈里》 

7/23～25…「茨木寺子屋伊勢合宿」、「橿原

ジュニアサマースクール」（合同開催・共催

事業） 
 

7/27～29…第２８回「岸和田少年少女サマー

スクール」（共催事業） 
 

7/31～8/2…第４７回「伊勢少年少女合宿講習

会」（共催事業） 
 

9/8～9…「４０キロナイトウォークの集い」

名称 開催地《派遣者》 期日 

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》 

7/28 

～31 

★ 

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､市島寿里､谷野渉》 

8/4 

～7 

★ 

いばらき 

茨城県常陸太田市･ 

茨城県立里美野外活動センター 

《保坂正志､中野淳一》 

8/17 

～20 

★ 

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》 

8/23 

～26 

★ 

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 

★ 

沖 縄 

沖縄県渡嘉敷村･ 

国立沖縄青少年交流の家キャンプ場 

《板倉和也､小川幸恵》 

8/9 

～12 

名称 開催地《派遣者》 期日 

富 士 山 

 

静岡県富士宮市･ふもとっぱらキャンプ場 

《武田数宏、寺岡賢、山﨑政弘》 

8/20 

～23 

関 西 

 

滋賀県東近江市･あいきょうの森キャンプ場 

《武田数宏、寺岡賢、山﨑政弘》 

8/7 

～10 

名称 開催地《派遣者》 期日 

美 幌 
〈小１～中３対象〉 

北海道美幌町・報徳つどうむ２１ 

《保坂正志》 

8/2 

～5 

友 愛 
〈小３～中３対象〉 

滋賀県東近江市･四季の森キャンプ場 

《保坂正志》 

8/11 

～14 

北部九州 
〈小１～中３対象〉 

福岡県北九州市･市立玄海青年の家キャンプ場 

《久世郁夫》 

8/18 

～21 

伊勢青少年研修センター青少年事業 

青少年事業の予定(左記キャンプを除く) 
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6/20…「修養団後援会役員会」１１人〔東京都・Ｓ

ＹＤ会議室〕 
 

6/25～29…伊勢青少年研修センター「皇居

勤労奉仕」４２人〔東京都千代田区・皇居ほか〕 

  《武田数宏、保坂正志、寺岡賢、山﨑政弘》 

 
全国各地から集った参加者が、皇居と赤坂

御所で活動をおこない、天皇・皇后両陛下並

びに皇太子殿下のご会釈を賜った。奉仕１日

目終了後はＳＹＤ本部を訪問。山﨑一紀ＳＹＤ

主幹の「愛と汗の心」と題する講話を聴いた。

このほか、靖国神社や浅草寺、東京スカイツ

リー見学、屋形船乗船などを楽しんだ。 
 

7/1…「子どもＷＡＫＵ×２ひろば」（東京）〔東京

都渋谷区・ＳＹＤホール〕 

  《小松純子、板倉和也、谷野渉》 

 
ＳＹＤホールで「七夕まつり」をおこなった。

参加者は、鳩森神社からいただいた笹に、七

夕飾りや願い事を書いた短冊を吊り下げ、昼

食には岐阜の郷土料理「みたけ華寿司」を食

べた。昼食後、青森に伝わる「金魚ねぶた」作

りでは、思い思いの色に塗った金魚のひれを

貼りつけた。最後は東京音頭や炭坑節などの

盆踊りを元気に踊った。 
 

7/6…第１０回「チャリティー演芸会」１０２人〔東京

都・ＳＹＤホール〕 
「今年は七夕前夜祭だ！の巻」と題し、立川

らく次、台所おさん、春風亭ぴっかり☆、立川

志の太郎の４人による落語会で、会場には爆

笑に包まれた。「中入り」（休憩）の際には、第

１０回の演芸会を記念してさまざまな品物が当

たる抽選会がおこなわれたほか、立川談志、

柳家小さん、桂文楽の浴衣地が貼られた短冊

も用意され、参加者は手に取りながらお土産と

して持ち帰った。 

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。 

 
 

7/14～16…第２回「東日本大震災被災地訪問

青少年ふれあいボランティア」１８人〔宮城県

石巻市・新西前沼復興住宅ほか〕 

  《青木富造、板倉和也、谷野渉》  

  

前回に続き一般社団法人石巻じちれんの

協力を受け、初めての場所での交流活動と

なった。参加者は、ダンスや歌を披露し、地元

の方々に喜ばれた。震災当時の話を聞き、防

災や日頃の備えを大切にしたいという参加者

からの声が多く上がった。 
 

7/20…第８４回「青年ボランティアゼミナール」 
〔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 
 

6/9～10…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》 

  
「子どもたちにとってよいリーダーとは？」を

テーマにグループごとで話し合いをおこない、

発表した。また、テント設営や野外炊事などを

実習し、キャンプに向けての知識を深めた。 

このほか、大山祇神社まで往復約２０キロの

サイクリングをした。

報 告  

主催事業・活動等 
《  》内は派遣者
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6/16～17…美幌 １６人〔北海道・美幌町マナビ

ティーセンター〕 《保坂正志》 

  

「理想のリーダー像を考えよう！」というテー

マのもと、参加者はグループに分かれて話し

合いと発表をおこなった。２日目には前日の話

し合いを踏まえ、一人一人が目指すリーダー

像を発表した。また、ソチオリンピックスピード

スケート代表で、現在美幌町役場に勤める藤

村祥子さんが「私の選手生活」と題し講演した。 
 

6/23～24…広島 １０人〔広島県・広島市立似島臨

海少年自然の家〕 《根岸秋吉》 

 
根岸秋吉ＳＹＤ常務理事が「ＳＹＤのキャン

プとは」と題し講話。グループワークでは「勇

気」をテーマに話し合いをおこなったほか、夕

食づくりなどを実施した。 

２日目には好天の中、ディスクゴルフで思い

切り体を動かした。 
 

6/30～7/1…鹿児島 １７人〔鹿児島県鹿児島市・八

重山公園てんがら館〕 《志村和也》 

  
参加者は飯ごうでご飯を炊いたり、プログラ

ムについて話し合いをおこなうなど、キャンプ

に向け充実した研修をおこなった。経験者か

らキャンプの特色を聞くなど、初めての参加者

を含め、みんなで今年のプログラムを協議した。 

また、志村和也ＳＹＤ講師が「ともしびの集

い」を指導し、家族や周囲の人々に対する感

謝の気持ちを再確認した。 
 

7/7～8…沖縄 ２１人〔沖縄県糸満市・沖縄県立糸満

青少年の家〕 《呉我春茂、板倉和也》 

障がい児への接し方の講話や、さまざまな

立場や考え方を大切にするための話し合い学

習、野外炊事、キャンププログラムの新しいア

イデアを考えるグループワークなどを実施した。 

グループワークの発表では、プログラムを楽し

むだけでなく、火や水、ヘビなど参加者の安

全対策も充分に考えられた内容が披露された。 

  
 

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】 
 

 

 

6/21 兵庫県篠山市立今田中学校 85 人 

6/23 北海道・国際ロータリー2510 地区 

 地区ローターアクト委員会 250 人 

6/28 沖縄県立球陽中学校 140 人 

6/29 沖縄県立知念高等学校 90 人 

7/ 4 長崎県五島市立岐宿中学校 35 人 

7/ 9 北海道遠別町立遠別小学校 64 人 

7/ 9 北海道遠別町立遠別中学校 80 人 
 

 

7/25 熊本県立八代高等学校ＪＲＣ部  

9/ 6 熊本県水俣市立緑東中学  

9/14 大分県佐伯市立直川中学校  

9/19 岡山県立勝山高等学校蒜山校地  

 

《 》内は派遣者 

  
 

6/1…修養団宇部市連合会「琴崎八幡宮清掃

奉仕」２０人〔山口県宇部市・琴崎八幡宮〕 

  
修養団宇部市連合会が約５０年にわたり、

年２回おこなっている恒例行事。会員のほか

関連企業の社員が午前６時に集まり、参道や

灯籠周りの清掃、石畳に生えた草を抜くなど

の奉仕活動を約３０分間おこなった。 

 〈発信・岡村精二〉 
 

6/15…修養団愛汗喜多方「平成３０年度総会」
１８人〔福島県喜多方市・厚生会館〕 《根岸秋吉》 

平成２９年度事業報告・収支決算が承認さ

会員組織の主な動き 

報 告  

予 定 

報 告 

《青木富造､山口千恵子》 
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れ、平成３０年度事業計画・収支予算案が可

決された。また、９月に「愛汗実践塾」の開催

が決定された。合わせて、子ども自然体験キャ

ンプをはじめとするＳＹＤ主催事業や「喜多方

市人づくり指針事業」への協力なども承認され

た。 

本年は役員改選がおこなわれ、佐原会長

ほか副会長、事務局長がそれぞれ再任された。 

 
 

6/17～21…修養団岐阜県連合会青年部灯会

「皇居勤労奉仕」２７人〔東京都千代田区・皇

居ほか〕 《小川幸恵》 

 
参加者はＳＹＤ本部に集まり、結団式では

山﨑一紀ＳＹＤ主幹が「愛と汗の心」と題し講

話をおこなった。 

雨天のため奉仕は２日間となったが、皇居と

赤坂御所で活動をおこない、天皇・皇后両陛

下並びに皇太子殿下のご会釈を賜った。 
 

6/20…修養団山都愛汗の会「総会」２２人〔福島

県喜多方市・山都開発センター〕 《保坂正志》 

 
平成２９年度事業報告と決算報告の承認と

もに、平成３０年度事業計画および予算が事

務局提案通り可決された。 

議事終了後、徳島県・板東俘虜収容所の

所長を務め、自由と平等の信念を貫いた松江

豊寿（後の若松市長・修養団会津連合会長）

を題材にした映画「バルトの楽園」を鑑賞した。 
 

6/22…修養団ＴＢＳクラブ「千駄ヶ谷地区美化

清掃」５人〔東京都渋谷区・ＳＹＤビル周辺〕 

ＪＲ千駄ヶ谷駅とＳＹＤ修養団ビル間の歩道

の清掃活動を実施した。 
 

※以下、詳細次号 

7/11…修養団神奈川県連合会「第３７回定期

総会」８人〔横浜市・日立システムズはせがわビ

ル〕 《久世郁夫、保坂正志、小川幸恵》 
 

7/12…修養団福島県連合会「平成３０年度通

常総会」２８人〔福島県郡山市・ベルヴィ郡山館〕 

  《山﨑一紀、根岸秋吉、志村和也》 
 

7/20…修養団日立システムズ五十鈴会「第３０

回定期総会」〔東京都・日立システムズ日本橋オ

フィス〕 《根岸秋吉、小川幸恵》 

 
 

 

 

○＊西日本豪雨「被災地支援金」募集 
 

６月２８日以降の記録的豪雨により、西日本を中心

に土砂災害や冠水が起き、特に広島県、岡山県をは

じめ各地で、これまでに経験したことがない甚大な被

害がありました。７月１７日現在、２２２人の方々の尊

い命が奪われたほか安否不明者２０人、また、多くの

方がいまだに避難生活を余儀なくされています。今

のところ修養団会員の人的被害はないようですが、

広島県下の会員宅２軒で床上浸水の被害がありまし

た。 

豪雨被害を受けられた皆様には、心からお見舞い

を申し上げますともに、一日も早い復興を心からお祈

りいたします。 

ＳＹＤ「幸せの種まき献金」委員会では、この度の

西日本豪雨により被災された方々に対する支援金の

募集に取り組みます。 

つきましては、皆様のご協力を何卒よろしくお願い

申し上げます。 

皆様からお預かりした支援金は、被災者支援・被

災地復興のために有効に使わせていただきます。 
 

【送金方法】 
全国の郵便局から下記宛にご送金ください。 

《口座番号》00140－6－670944  

《加入者名》幸せの種まき献金 

なお、振替用紙の通信欄には 

「西日本豪雨」とご記入ください。 

 <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 : https://syd.or.jp/ 


