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11/23～25…「沖縄子ども自然体験キャンプ」 
４６人〔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月に台風の影響で延期された同キャンプ

を、２泊３日の日程で開催した。初日、２日目

には海水浴をし、２日目には大型カヌー体験

をおこなった。野外炊事では村ごとにカレーを

作り、キャンプファイヤーでは村歌と出し物を

発表し、村民同士の絆を深めた。 

  
 

11/23～25…第５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」１６人〔宮城

県石巻市・新立野第二復興住宅ほか〕《志村和也、谷野渉》 

 
交流活動では、復興住宅の受け入れ担当

の方が周辺住民に事前告知してくださったこ

ともあり、多くの方が集まった。参加者の大学

生２人が電子ピアノでディズニーの曲や童謡

を演奏したほか、替え歌やダンスを披露した。

また、住宅に住む子どもたちと追いかけっこや

ボール遊びを楽しむ参加者もいた。 

 
 

11/26～30…伊勢青少年研修センター「皇居

勤労奉仕の集い」３３人〔東京都千代田区・皇

居ほか〕 《寺岡賢、山﨑政弘、中山貴生》 

 
結団式では、団長を務める寺岡賢ＳＹＤ講

師が「皇居勤労奉仕と日本の心」のテーマで

講義した。翌日から皇居と赤坂御用地で奉仕

活動をおこない、皇居では天皇・皇后両陛下、

赤坂御用地では皇太子殿下のご会釈を賜っ

た。 

初日の奉仕終了後はＳＹＤ本部を訪問し、

山﨑一紀主幹の「愛と汗の心」と題する講演を

聴講した。 

このほか、期間中には浅草寺や東京スカイ

ツリー見学、靖国神社正式参拝、屋形船での

懇親会などもおこなった。 

 
 

主催事業・活動等 

報 告  

《  》内は派遣者
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12/2…「ＷＡＫＵ×２ボランティアリーダー研修

会」（鹿児島）１０人〔鹿児島県日置市・伊集院

地区公民館〕 《板倉和也》 

 
 

 
翌週に予定されているクリスマス会の準備

作業として、雪だるま型の名札や、クリスマス

カードを手作りしたほか、打ち合わせをおこ

なった。 
 

12/4～7…第１１９０回「みがく講習会」１６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》 

 
平成３０年 後のみがく講習会に、北は山

形県、南は福岡県の５社から受講者が集い、

４日間の研修に励んだ。受講者は互いに声を

かけ合いながら積極的に受講し、活気あふれ

る講習会となった。 
 

12/7…第８８回「青年ボランティア・ゼミナール」
２２人〔東京都渋谷区・ＳＹＤ会議室〕 

 
「日独青年学生リーダー交流」派遣事業に

ＳＹＤの推薦で参加した佐夛
さ た

優妃さんが、「ド

イツで私が学んだこと！私たちにもできること

がある！」をテーマに講演した。 

佐夛さんは、歴史的建造物の見学、宿泊を

ともなうディスカッションなど、現地での研修を

紹介したほか、ドイツの青年たちが持つ社会

への関心に刺激され、成長できたことを発表し

た。 

講演後、年末恒例のクリスマス会がおこな

われた。青年たちの交流を兼ね、ビンゴを用

いたプレゼント交換で盛り上がった。 

 
 

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～」３００人〔三重県伊勢

市・伊勢青少年研修センター〕 

 
会場には多くの来場者が詰めかけ、衣類や

雑貨のほか、新鮮野菜や軽食も販売された。

また、つきたての餅の即売もおこなわれ、子ど

もたちも大きな杵を使って餅つきに挑戦した。

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、ＳＹ

Ｄ青少年事業などで活躍する大学生などの青

年リーダー、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

支出される。 

平成２年からおこなわれ

てきたバザーは今回で

終回となった。 
 

 

★子どもＷＡＫＵ×２ひろば 

11/23～25…広島 ３５人〔広島県広島市・似島臨海

少年自然の家〕 《根岸秋吉》 

 
広島港で出発式をおこない、船に乗って広
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島市・似島に渡った一行は、仲間づくりのあと

ジェルキャンドル作りを体験した。２日目の昼

食は協力してカレーライスを作り、午後はポイ

ントラリーを楽しんだ。キャンプファイヤーでは、

各村がキャンプテーマ曲「また会える日まで」

の替え歌と振り付けを考え、発表した。 終日

はサイン会やレクリエーションをおこなった。 

 
 

12/9…鹿児島 ３６人〔鹿児島県日置市・伊集院地区

公民館〕 《板倉和也》 

 
参加者は、紙で作った花を飾ったクリスマス

リース作りや、クリスマスケーキのデコレーショ

ンを楽しんだほか、ビンゴを使ったプレゼント

交換をした。会の 後には、リーダーがメッ

セージを記したカードが配られ、来夏のキャン

プでの再会を約束し合って解散した。 

  
 

12/16…東京 ５８人〔東京都渋谷区・ＳＹＤホール〕 

   《岡地宏、板倉和也、谷野渉》 

  
「心おどるハーモニー」をテーマに「親子 de

にっこりクリスマス会」を実施した。午前中はク

リスマスツリーの飾りつけをし、昼食は持ち

寄った食事でパーティをおこなった。午後は、

修養団日立システムズ五十鈴会の岡地宏さん

と笛やマラカス、鈴を作り、手作り楽器の発表

会として「きらきらぼし」「ジングルベル」「おも

ちゃのチャチャチャ」などを演奏した。 

また、修養団日立電子サービス五十鈴会Ｏ

Ｂ会の伊藤孝行さんがサンタクロースに扮し、

参加者にヨーグルトケーキを配った。 

 
 

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】 
 

 
11/28 北海道札幌市立新陵中学校 370 人 
11/29 北海道札幌市立篠路中学校 648 人 
12/ 4 鹿児島県南種子町立平山小学校 24 人 
12/ 4 鹿児島県南種子町立南種子中学校 170 人 
12/ 5 鹿児島県中種子町立野間小学校 82 人 
12/ 6 石川県珠洲市立宝立小中学校 83 人 
12/ 8 富山県・私立富山国際大学付属高等学校 
    120 人 
12/11 長崎県南島原市・青少年健全育成協議会 
    50 人 
12/12 長崎県南島原市立布中学校 38 人 
12/12 長崎県南島原市・希望の星(高齢者学級) 
    30 人 
12/13 長崎県松浦市立志佐中学校 217 人 
12/14 長崎県上五島町立奈良尾中学校 40 人 
12/19 香川県善通寺市立西中学校 15 人 
12/20 香川県・私立大手前丸亀中学・高等学校 
    125 人 
 

 
 

12/21…「修養団理事会」〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 
 

12/26～30…第１回「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 

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 

報 告 

《青木富造､山口千恵子》 
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《 》内は派遣者 
 

10/14…修養団美幌会「赤い羽根共同募金協

力」１５人〔北海道美幌町〕ほか 

 
修養団美幌会の恒例行事となっている募金

活動への協力。田口義全司会長をはじめ会

員が町内で募金を呼びかけた。 

また、１１月１８日～１９日に網走市・ホテル

網走湖荘で「観楓会」を開催し、１５名が出席。

ゲームやカラオケで懇親を深めたほか、夏の

キャンプについてなどの話し合いをおこなった。

 〈発信・田中トキ子〉 
 

11/3…ＳＹＤ東京ネイチャークラブ「武蔵狭山文

学の小径散歩」１７人〔東京都・埼玉県〕 

 
西武線・東村山駅に集合し、ボランティアガ

イドの案内のもと、北条時宗に縁のある正福寺

を訪問したほか、戦前に修養団の皇民道場や

正明中学校（修養団が母体であった旧制中学

校）があった、現在の西武園競輪場を訪問。 

その後、多摩湖、狭山不動尊、山口観音金

乗院などを巡り、約２万歩を歩いた。 

 〈発信・菅野浩和〉 
 

11/17…小山田幼稚園「家庭《共育》講演会」 
１６０人〔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》 

保護者参観日に合わせて開催され、根岸

秋吉ＳＹＤ常務理事が「美しい心」と題し講演

した。 
 

11/22…修養団愛汗喜多方「グループホーム

さくら慰問」 
同会の東條録副会長が入所者の方に「歌と

踊りで元気になってください」とあいさつし、横

澤イサ子婦人部長らが１４曲の華麗な踊りと歌

を披露し、 後に「会津磐梯山」を踊った。 

施設内にはいっぱいの笑顔と拍手が広がっ

ていた。 〈発信・小関俊美〉 

 
 

11/23…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〉 
 

11/23…修養団山都愛汗の会「愛汗苑清掃と

雪囲い」５人〔福島県喜多方市・愛汗苑〕 

折からの寒風の中、５人の

会員が集い、愛汗苑の清掃

作業と樹木の雪囲いを実施

した。 

同苑は、修養団創立者・

蓮沼門三初代主幹の生誕の

地で、公園になっている。 

 〈発信・佐藤喜久司〉 
 
 

 
 

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〕 《保坂正志、小川幸恵、志村和也》 
 
 

 

会員組織の主な動き 

予 定 
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