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<最新活動情報 No.130> 2019 年 6 月 20 日号 

6/8…第８回｢全国修養団運動推進会議｣６５人〔東京都・ＳＹＤホール〕 

 
全国各地の修養団連合会・クラブの代表および今後組織の新規結成を希望する方など４１人（オブ

ザーバー４人含む）、山﨑一紀主幹、御手洗康理事長をはじめとする役職員２４人が出席した。 

開会行事に続き、平成３０年度事業報告と２０１９（平成３１）年度事業計画の概要について説明がおこ

なわれた。 

   
 

休憩後、出席者は「自然体験活動」「週末体験活動」「家庭教育活動」「組織活動活性化」「幸せの種

をまく日常活動」の５つの分科会に分かれ協議。新しい協議手法である「予祝」を用いて、夢を実現する

ための取り組みや今後の諸活動に活かす事業展開の方法、課題の解決など「未来志向」の話し合いに

臨んだ。協議終了後の各分科会報告では、活動活性化へのたくさんのヒントが出された。 

 
 

 

懇親会の冒頭、５月１３日付で設立が承認された「ＳＹＤ愛知

クラブ」の高野修滋代表に、御手洗康ＳＹＤ理事長から設立承

認書とクラブ旗の授与がおこなわれた。 
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5/17…第９２回「青年ボランティアゼミナール」
３８人〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

 
フィリピンのアーノルド・トレスさんが「『誰か

を助けるのに理由がいるかい？』パート２」と題

し１年ぶりに講演。昨年、フィリピンで立ち上げ

た認定ＮＰＯ法人「ＹＵＩ（結）Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ」の

活動を紹介した。 

同法人は教育、医療、食糧支援を柱に活

動をしており、設立に至るまでの経過や子ども

たちの様子を語り、参加者の心に迫る講演と

なった。 

アーノルドさんは、支援をする中で「常に励

まされ、勇気づけられたのは自分自身であっ

た」、「誰かを助けたつもりが、自分という存在

に意味を与えてくれたのは『助けた相手』だっ

た」と語り、会場は感動に包まれた。 
 

5/21…「修養団理事会」１２人〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

山﨑一紀主幹ほか、御手洗康理事長をは

じめ理事９人、監事２人が出席。平成２９年度

の事業報告・決算などを審議し、了承された。 
 

6/1～2…「子どもＷＡＫＵ×２ひろば」（石巻） 
３９人〔宮城県石巻市・狐崎漁村センター〕 

  《佐藤信也、保坂正志、志村和也、谷野渉》 

「親子で楽しむ漁業体験」

として実施。地元・宮城県の

ほか、関東地方、また海外

からも参加者が集まった。 

刺し網収穫体験では、協

力をしながら網を引き、いろ

いろな海の生き物が水揚げ

された。 

カキ剥き体験は、漁師さ

んの手ほどきを受けながら、

少しずつ上達し、上手にカ

キを殻からはずせるように

なった。 

また、魚釣りではサバなどが釣れたほか、漁

師さんが用意した定置網の中で、餌をつけず

に次々と魚を釣り上げる参加者もいた。 

夜のプログラムでは、神社での肝だめしを

おこない、大いに盛り上がった。 

２日目は貝殻を使ったジェルキャンドル作り

や、魚釣りなどの選択プログラムで自然とふれ

合う時間を過ごした。 

 
 

6/7…「修養団評議員会」１４人 

   〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

平成３０年度の事業報告・決算、２０１９（平

成３１）年度の事業計画・予算などについて審

議がおこなわれ、承認・了承された。 
 

6/8～9…「ＷＡＫＵ×２ボランティアリーダー研

修会」（伊勢）１３人〔三重県伊勢市・伊勢青少

年研修センター〕 《山﨑政弘》 

  
 

 
参加者は、山﨑政弘ＳＹＤ講師の講話を通

じ「ＳＹＤについて」「レクリエーション指導の目

的と機能」「安全管理」を学ぶとともに、「理想

のリーダー像」についての話し合い学習をおこ

なった。今回は中学生も参加し、参加者に近

い視点からの意見を聴くことができた。 

雨天のため野外炊事はできなかったが、屋

内調理ではみんなで協力してハンバーガーを

報 告  

主催事業・活動等 
《  》内は派遣者
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作ったり、室内でイニシアチブゲーム（課題解

決ゲーム）などをおこなった。 
 

6/12…「修養団後援会役員会」１０人 

 〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

 

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】 
 

 

 
5/28 沖縄県・琉球大学教育学部附属中学校 
   167 人 
5/29 沖縄県立浦添高等学校 82 人 
5/29 沖縄県那覇市立真和志中学校 65 人 
5/30 沖縄県立球陽中学校 90 人 
5/31 沖縄県立知念高等学校 60 人 
6/ 4 長崎県佐世保市立吉井中学校 330 人 
6/ 5 長崎県佐世保市立日野中学校 390 人 

 

 

6/21 徳島県徳島市南部中学校 
6/25 石川県珠洲市立緑丘中学校生徒会 
6/25 石川県珠洲市立三崎中学校 
6/28 東京都港区立芝浦小学校 
7/ 2 兵庫県神戸市立本山南中学校  
7/ 5 奈良県宇陀市立大宇陀中学校 
7/ 7 大分県中津市立三光中学校 
 

 
 

6/21…第１１回「チャリティー演芸会～笑えば梅

雨明け！の巻～」〔東京都・ＳＹＤホール〕 
 

7/7…「子どもＷＡＫＵ×２ひろば」（東京）〔東京

都渋谷区・ＳＹＤホール〕 《増田航介》 
 

7/19…第９３回「青年ボランティアゼミナール」 
〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 

 

★ＷＡＫＵ×２ボランティアリーダー研修会 
 

6/22～23…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、谷野渉》 
 

6/29～30…いばらき〔茨城県常陸太田市・県立里美

野外活動センター〕 《保坂正志》 
 

6/29～30…鹿児島〔鹿児島県鹿児島市・八重山公

園てんがら館〕 《志村和也》 
 

6/30…東京〔東京都渋谷区・ＳＹＤホール〕  
   《谷野渉、増田航介》 
 

7/6～7…瀬戸内海〔香川県高松市・五色台少年自

然センター〕 《板倉和也》 
 

7/20～21…広島〔広島市似島臨海少年自然の家〕 

   《根岸秋吉》 
 

7/20～21…沖縄〔沖縄県東村・福地川海浜公園〕 

   《板倉和也》 

 

《 》内は派遣者 

  
 

5/19…修養団広島県連合会「総会」１８人〔広島

県坂町・特別養護老人ホームたかね荘こやうら〕 

   《根岸秋吉》 

平成３０年度の事業および決

算報告、ならびに平和元年度

事業計画・予算案の承認がおこ

なわれた。総会終了後、根岸秋

吉ＳＹＤ常務理事が「美しく生き

る」と題し記念講演をした。出席

者は、令和元年を期に一層の

連合会・クラブの発展を誓った。 

 
 

5/25…ＳＹＤボランティア友の会「第１１回総会」

８人〔東京都・ＳＹＤ会議室〕 《山﨑一紀》 

 
平成３０年度の事業・決算報告、令和元年

度事業計画・予算案の承認がおこなわれた。 

第２部では同会相談役の坂本大生が「引き

継がれた遺骨収集」と題し講演。その後の懇

親会で会員相互の親睦を深めた。 
 

5/25…修養団ＴＢＳクラブ「千駄ヶ谷地区美化

清掃」８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・田畑廣明〉 

報 告 

予 定 

予 定 

会員組織の主な動き 

報 告  

《青木富造､山口千恵子》 
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6/9…修養団伊勢いなほの会「総会」２２人〔三重

県伊勢市・伊勢青少年研修センター〕 

 
総会では、前日におこなわれた「全国修養

団運動推進会議」の出席報告・平成３０年度

の活動会計報告・令和元年度の活動予定発

表などがおこなわれた。その後「真珠で遊ぼ

う」として、二見町の伊勢パールセンターさん

協力のもと、オリジナルの真珠ネックレスを作

成した。 〈発信・島京子〉 

 

※以下、詳細次号 
 

6/14…修養団愛汗喜多方「総会」〔福島県喜多方

市・喜多方市厚生会館〕 《山﨑一紀》 
 

6/16…修養団鹿児島県連合会「令和元年度

定期総会・講演」〔鹿児島県鹿児島市・加治屋

町町民館〕  《久世郁夫》 
 

6/19…修養団山都愛汗の会「総会」〔福島県喜多方

市・山都開発センター〕 《根岸秋吉》 

 

 
 

6/29…修養団愛汗郡山「令和元年度総会」〔福

島県郡山市・ベルヴィ郡山館〕 《久世郁夫》 
 

7/5…修養団神奈川県連合会「第３８回定期総

会」〔神奈川県横浜市・㈱日立システムズはせがわ

ビル〕  《久世郁夫、保坂正志》 
 

7/11…修養団福島県連合会「令和元年度理

事会・通常総会」〔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》 
 

7/26…修養団日立システムズ五十鈴会「第３１

回定期総会」〔東京都中央区・㈱日立システムズ

日本橋オフィス〕 《久世郁夫、保坂正志》 

 

 
 

○＊修養団新評議員が選任される 

６月７日をもって修養団評議員の任期が満了

し、公益財団法人修養団定款第１５条に基づき

４月２２日に「評議員選定委員会」がおこなわれ、

下記１４人の評議員が新たに選任された。 

（敬称略・順不同） 

〈修養団活動関係者〉 

石田博嗣 修養団広島県連合会会長 

漆原幸保 修養団神奈川県連合会理事長 

奥井貫人 修養団伊勢向上会会長 

笠原則夫 修養団寄居クラブ代表 

金澤陽子 修養団新潟県連合会副会長 

川原宣子 修養団香川県連合会会長 

古賀克彦 修養団福岡県連合会青年部長 

三瓶利正 修養団福島県連合会事務局長 

袴田哲朗 修養団鹿児島県連合会副会長 

福田達男 ＳＹＤいばらき代表 
 

〈外部有識者〉 

伊田若江 弁護士 

清水  潔 弁護士 

高牧  康 特定非営利活動法人 

東京ベルズ理事長 

田中浩史 跡見学園大学教授 
 

○＊初代主幹墓前祭及び名誉団員称号贈呈 

 

 

 
６月６日、蓮沼門三初代主幹の命日に合わ

せ、役職員および有志により「墓前祭」が青

山墓地の蓮沼家墓前でおこなわれた。 
あわせて、平成３０年度の功労者表彰で名

誉団員称号を授与された牧原満男さんに、山

﨑一紀ＳＹＤ主幹より盾が手渡された。 
 

 情報あれこれ 

予 定 

 <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/ 


