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12/26～30…第１回「冬期子ども自然体験スキーキャンプ」７９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〕
積雪が多く、期間中も雪が強く降ったが、参
加者やリーダーは寒さに負けずゲレンデでの
スキーや雪上レクリエーション大会など、大自
然とふれ合う５日間を過ごした。
そのほか、「学校」をテーマにした雪像づくり、
アイスクリームや焼きマシュマロづくりなどを通
して、多くの友だちを作ることができた。

主催事業・活動等
報

《

《髙橋源一郎、相田好美、青木富造、板倉和也、谷野渉》

》内は派遣者

告

1/12～14…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」１４人〔宮
城県石巻市・新西前沼第二復興住宅〕
《板倉和也、谷野渉》
昨年７月に続き２度目の訪問となる復興住
宅でカレーライスや豚汁を振る舞うなど、地元
の「石巻じちれん」（市内の自治組織をサポー
トする一般社団法人）と協力し、住民の方々と
交流活動をおこなったほか、参加者が歌や踊
りを披露した。
また、参加者は住宅に住む子どもたちとな
わとびなどで体を動かし、交流を深めた。

1/12～13…「初詣・新春のつどい」４３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》
参加者は、餅つきや書き初めのほか、和太
鼓｢志多ら｣による迫力ある演奏を鑑賞した。夕
食懇親会では、神宮奉仕会が「木遣り」、修養
団伊勢いなほの会が歌を披露し、最後は参加
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者全員で｢一月一日｣を歌い、おめでたい雰囲
気のなか１日目を終了。２日目早朝より参加者
有志が水行（みそぎ）をおこなったほか、静座
行、神宮特別参拝、まとめの講話で無事終了
した。

「箱の中身は何だろう？」や宝探しのゲームを
楽しんだ。午後はクリスマス会をおこない、ビン
ゴ大会などで盛り上がった。

12/22～23

北九州 ５９人〔福岡県北九州市・市

立足立青少年の家〕

《谷野渉》

「ＳＹＤ祭」をタイトルとした文化祭を実施。１
日目は準備と工作をおこない、夕食後、青年
リーダーによる出し物では劇や手品などが披
露された。
２日目には、「つりぼり」「ボウリング」「射的」
コーナーが作られ、各グループごとに成績を
競い合ったほか「クレープ」「タピオカ」のコー
ナーも設けられ、子どもたちはおいしく味わっ
た。

1/18…第８９回「青年ボランティア・ゼミナール」
〔東京都渋谷区・ＳＹＤ会議室〕
ＡＡＲ Ｊａｐａｎ（難民を助ける会）の伊藤美洋
さんが、「私が難民になったら～ワークショップ
を通じて考えよう～」をテーマに講演。
※詳細次号

★子どもＷＡＫＵ×２ひろば
12/22 郡山 ６４人〔福島県郡山市・郡山自然の
家〕

《平栗健一郎、板倉和也》

12/22～23

伊勢 ８２人〔三重県伊勢市・伊勢青

少年研修センター〕

今年は雪がなく寒さも和らぎ、午前中は屋
外での活動もすることができた。子どもたちは

《山﨑政弘》
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「世界のクリスマス」をテーマに、さまざまな
国のクリスマス行事の体験を通し、参加者は他
文化への理解を深めた。また、クッキー作りや
プレゼント交換などもおこなわれた。

2/12～15…第１１９４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/ 9～10…第１回
2/16～17…第２回

会員組織の主な動き
《 》内は派遣者

報

告

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」 ４５人〔三重県
伊勢市・伊勢青少年研修センター〕

1/15～18…第１１９１回「みがく講習会」３１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
※詳細次号
本英美、亀田希奈里》

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】
《青木富造､山口千恵子》
予 定

2/12 鹿児島県霧島市立隼人中学校

予

定

2/6～8…「リフレッシュセミナー」〔福島県猪苗代

２２日午後に神宮別宮・伊雑宮を参拝し、神
宮の鬼門にあたる金剛證寺に参詣、その後コ
ンサートに臨んだ。終了後は辻さんのお誕生
日を祝う直会をおこなった。翌日は、平成最後
の天長祭がおこなわれた神宮への正式参拝と
《発信・島京子》
お神楽を奉納し解散した。

12/23…皇居参賀の集い実行委員会「皇居参
賀の集い」６７人〔東京都千代田区・皇居〕

町・レイクサイド磐光〕《鈴木義信、山﨑一紀、根岸
秋吉、志村和也》
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。

2/9～11 …「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〕《青木富造、山口
千恵子、市島寿里、板倉和也、谷野渉》
※２月１０日は「ＳＹＤきらめきメッセージ全国コ
ンクール」の発表および審査・表彰、「ＳＹＤ
ボランティア奨励賞」の贈呈式と受賞者によ
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〕

1/22～25…第１１９２回
2/ 5～ 8…第１１９３回

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。平成最後の集
いとなり、多くの参加があった。この日、８５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。

1/19～20…修養団岐阜県連合会青年部灯会
「愛汗実践塾」〔岐阜県大垣市・大村公民館〕
《保坂正志、志村和也》
※詳細次号
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予

定

【特別表彰・蓮沼賞】 １名

2/3 … 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〕
《久世郁夫、保坂正志》

2/10 … 修養団神奈川県連合会、修養団千葉
県連合会、修養団東京都連合会「修養団
創立１１３周年を祝う集い」 〔東京都・ＳＹＤ
ホール〕

ブラジル修養団情報
1/8～2/8…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〕 《青木富造》

ＳＹＤ・青木富造常務理事のブラジル派遣に
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/ 9…指導者研修会
1/11～13…モジダスクルーゼス
少年少女講習会
1/18～20…スザノ少年少女講習会
（以降予定）
1/22～24…アサイ少年少女講習会
1/25～27…マウアダセーハ少年少女講習会
※1/27 終了後、大人対象講演会予定
1/29～31…リーダー養成講習会
2/ 1～ 3…マリンガ修養林間学校
※2/2 午後、大人対象講演会予定
2/ 5…懇談会

情報あれこれ
おめでとうございます
平成３０年度 修養団功労者表彰 受賞者
（日本国内、敬称略・順不同）

【名誉団員】２名
福島県
東京都
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大澤君一
牧原満男

福岡県

有馬咲子

【個人表彰】 ５名
東京都
関知乃
新潟県
天尾ヨシヱ、齋藤ミエ、高橋勝之
鹿児島県 福本美紗稀

【個人感謝状】 ３２名
北海道
茨城県
東京都

見並英樹
鈴木陽子
小笠原陽子、小松純子
佐野加奈、 三橋純菜
神奈川県 河野真理子
富山県
吉澤多恵子
静岡県
猪俣啓子、大場芳樹、田島和子
松永勝裕
愛知県
安藤友治、犬塚敦統
岐阜県
山本哲也
三重県
小西利之、小林邦明、清水陽子
城山健、 高須孝樹、寺本展康
中西弘幸、西川正晃
滋賀県
鈴木利幸
大阪府
渡部ヒサ
和歌山県 嶋本宗平、鈴木義信
岡山県
岡崎和子
広島県
谷口周郎
香川県
福本一夫・みゆき、山本昇
福岡県
大下英勝

【団体感謝状】 ８団体
宮城県

株式会社宮城県狐崎水産
６次化販売
茨城県
北越コーポレーション株式会社
関東工場
神奈川県 高木学園女子高等学校
新潟県
社会保険労務士仙名事務所
新潟精密株式会社
北越コーポレーション株式会社
新潟工場
株式会社保科製作所
京都府
株式会社ヒューマンフォーラム
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