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10/15～17…「神嘗祭特別講習会」９６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、中山貴生、斎田聖生、竹本英美、亀田希奈里》 

 
 

 
参加者は、恒例の「川曳き」行事に参加した。

腰や胸まで水に浸かり、木遣り歌を背に「エン

ヤ、エンヤ」と掛け声を挙げながら、たわわに

実った今年のお初穂を載せた船を、五十鈴川

の上流に向かって曳いた。 

また、期間中は山中隆雄、金子一也両特別

講師による講話を聴講したほか、１６日夜には

伊勢神宮・内宮にて、神宮で 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。 
 

10/27～28…「子どもＷＡＫＵ×２ひろば」（広

島）２１人〔広島県福山市・県立福山少年自然の

家〕 《板倉和也》 

集まった子どもたちはウォークラリーで、日

本有数の下駄の産地・福山にちなんだ「下駄

飛ばし」に挑戦したほか、箱に入っているもの

を手探りで当てるゲームなどをして楽しんだ。 

また、特殊なロウを使った「ジェルキャンドル

作り」では、森で拾ったドングリや木の実などを

混ぜながら、きれいなキャンドルを作った。 

このほか、夜のキャンプファイヤーではレクリ

エーションや歌で盛り上がり、翌日の昼食は野

外炊事でカレーを作った。 

  
 

 
 

10/27～28…「ＷＡＫＵ×２ボランティアリー

ダー研修会」（北九州）１２人〔福岡県北九州

市・市立かぐめよし少年自然の家〕 《谷野渉》 

 
 

 
参加者は、自然に関するキーワードをマス

に書き、森の中を歩きながら探す「ネイチャー 
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ビンゴ」や、グループ別話し合いで各人が知っ

ているレクリエーションを披露し、知識・技術を

深めた。 

２日目には「なぜＳＹＤの活動に参加するの

か？」をテーマに話し合いをおこなった。 
 

11/2…第８７回「青年ボランティア・ゼミナール」
１６人〔東京都渋谷区・ＳＹＤ会議室〕 

 
 

 
ファッションモデルとして活躍中のＳｈｏｇｏ

（岡田章吾）さんが「何のためにボランティアを

するか」をテーマに講演した。 

東日本大震災の直後にＳｈｏｇｏさんを中心

に結成され、現在も宮城県でボランティア活動

を続けるボランティアチーム「Ｔｈｉｓ is ａ pen」の

活動や、障がいを持った子どもたちやその親

にもファッションを楽しんでもらうために、教員

と立ち上げたイベント「みだしなみクラブ」につ

いての活動などが紹介された。 
 

11/4…家庭《共育》ふれあい広場「笑顔の種ま

きセミナー」２５人〔東京都・品川区総合区民会

館きゅりあん〕 《林御暁、保坂正志》 

 
まず、保坂正志ＳＹＤ講師が「幸せの種をま

こう」をテーマに講話した。 

その後「笑いヨガワークショップ」がおこなわ

れ、参加者は約５０分間、笑いヨガリーダーの

林御暁さんの案内のもと、さまざまな場面を想

定しながら思いっ切り笑い、会場が爆笑に包

まれる中、心と体のリフレッシュをした。 
 

11/6～9…第１１８９回「みがく講習会」９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、山﨑政弘、中山貴生、斎田聖

生、竹本英美、亀田希奈里》 

 
 

 
 

11/10…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１８人、近郊のＳＹＤ

青年部メンバー７人、役職員１１人が販売にあ

たった。多くの近隣住民のほか、修養団嵐山

町連合会・修養団東松山向上会・修養団八和

田親和会から４１人が来場し、たくさんの品物

を購入いただいた。なお、バザー会場では埼

玉県の会員の方々が栽培した新鮮野菜の即

売もおこなわれていた。 

また、ＳＹＤ青年部による「夏期事業写真

展」のほか、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。
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11/10～12…特別開催「東日本大震災被災地

訪問青少年ふれあいボランティア」１５人

〔宮城県名取市・美田園第一仮設住宅ほか〕 

   《板倉和也、谷野渉》 

 
 

 
来年３月に閉鎖が予定されている、名取市

の 後の仮設住宅を訪問。 

参加メンバーの中の自称「 強女子軍団」

（Ｂ．Ｓ．Ｌ）を中心に、歌や踊りで交流し、カ

レーライスや豚汁、ひじき煮、杏仁豆腐を提供

した。 

 

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】 
 

 
10/23 静岡県・私立浜松聖星高等学校 220 人 
10/24 東京都・劇団プリズム 28 人 
10/30 和歌山県立日高高等学校中津分校 77 人 
11/ 2 北海道鵡川高等学校 172 人 
11/ 6 香川県善通寺市立西中学校 99 人 
11/ 8 神奈川県・ 
  私立カリタス女子中学高等学校 201 人 
11/10 島根県・私立開星高等学校 
  インターアクトクラブ 106 人 
 

 
11/28 北海道札幌市立新陵中学校 
11/29 北海道札幌市立篠路中学校 
12/ 4 鹿児島県南種子町立南種子中学校 
12/ 6 石川県珠洲市立宝立小学校 
12/ 7 石川県珠洲市立宝立中学校 
12/ 8 富山県・私立富山国際大学付属高等学校 
12/11 長崎県南島原市・青少年健全育成協議会 
12/12 長崎県南島原市・希望の星(高齢者学級) 

12/13 長崎県松浦市立志佐中学校 
12/14 長崎県上五島町立奈良尾中学校 
12/20 香川県・私立大手前丸亀中学・高等学校 
 

 
 

11/23～25…「沖縄子ども自然体験キャンプ」
〔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月、台風の影響で延期された同キャンプ

の代替開催。 
 

11/26～30…伊勢青少年研修センター「皇居

勤労奉仕の集い」〔東京都千代田区・皇居ほ

か〕 《寺岡賢、山﨑政弘、中山貴生》 
 

12/2…「ＷＡＫＵ×２ボランティアリーダー研修

会」（鹿児島）〔鹿児島県日置市・伊集院地区公

民館〕  《板倉和也》 
 

12/4～7…第１１９０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、中山貴生、斎田聖

生、竹本英美、亀田希奈里》 
 

12/7…第８８回「青年ボランティア・ゼミナール」
〔東京都渋谷区・ＳＹＤ会議室〕 

 

12/9…第２９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〕 
 

12/21…「修養団理事会」〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 
 

12/26～30…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〕 《青木富造、板倉和也、谷野渉》 
 
★子どもＷＡＫＵ×２ひろば 

11/23～25…広島〔広島県広島市・似島臨海少年自

然の家〕 《根岸秋吉》 
 

12/9…鹿児島〔鹿児島県日置市・伊集院地区公民

館〕 《板倉和也》 
 

12/16…東京〔東京都渋谷区・ＳＹＤホール〕 

   《板倉和也、谷野渉》 
 

12/22…郡山〔福島県郡山市・郡山自然の家〕  

   《板倉和也》 
 

12/22～23…北九州〔福岡県北九州市・市立足立青

少年の家〕 《谷野渉》 
 

12/22～23…伊勢〔三重県伊勢市・伊勢青少年研修

センター〕 《山﨑政弘》

予 定 
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《青木富造､山口千恵子》 
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10/20…修養団美幌会「愛汗実践塾」２５人〔北

海道美幌町・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》 

 

ＳＹＤ美幌会の会員のほか各種団体から参

加者が集い、山﨑一紀ＳＹＤ主幹が「三無の

楽園」のテーマで講演。その後、「家庭・地域

における “幸せの種まきの実践”」をテーマに、

グループ別話し合い学習がおこなわれた。 
 

10/25…修養団嵐山町連合会「つくってたべよ

う会」２７人〔埼玉県嵐山町・金泉寺〕 

 
 

 
朝８時半から会員が集い調理を開始。今年

はメンチカツ、ポテトサラダ、ポテトフライを作っ

た。また、会員から煮物や漬物など、たくさん

の「持ち寄り」があり、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。 
 

11/2…修養団豊栄「家庭《共育》セミナー」３７

人〔新潟県新潟市・豊栄地区公民館〕  

   《吉川美貴、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、新潟市村上市・㈱きっかわ専

務取締役の吉川美貴さんが「共に育ち合うま

ちづくり～城下町村上の事例から～」のテー

マで講演をおこなった。 

 
 

11/2～3…修養団新潟県連合会「会員研修

会」１３人（愛汗実践塾）〔新潟県新潟市・菱風

荘〕  《保坂正志》 

 
参加者は自己紹介と近況報告をおこない、

夕食で懇親を深めた。翌日は、宿泊先に隣接

する「新潟県立環境と人間のふれあい館」を

見学したあと、福島潟を散策、「新潟市北区郷

土博物館」を見学した。 
 

11/17…小山田幼稚園「家庭《共育》講演会」
〔福島県郡山市・小山田幼稚園〕 

 ※協力：修養団福島県連合会 《根岸秋吉》 

※詳細次号 

 

 
 

12/22～23…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〕 
 

12/23…皇居参賀の集い実行委員会「天皇誕

生日奉祝・皇居参賀の集い」〔東京都千代

田区・皇居〕 
 
 

 

会員組織の主な動き 

予 定 
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