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子ども自然体験キャンプ、今夏は１２会場で開催予定！
ＳＹＤ主催 〈対象：小学１年生～中学３年生〉
※道南ふれあいキャンプ、桧原湖畔キャンプ･沖縄キャンプは
障がい児募集(各会場５～１０名)

名称

開催地《派遣者》

期日

北海道厚沢部町･レクの森キャンプ場
道南
7/27
ふれあい
《志村和也､真下淳一》 ～30
福島県北塩原村･ばんだいふれあいぴあ 8/4
桧原湖畔
～7
《青木富造､谷野渉､市島寿里､増田航介》
茨城県常陸太田市･

いばらき 茨城県立里美野外活動センター
《保坂正志､中野淳一》
香川県小豆島町･

瀬戸内海 小豆島ふるさと村キャンプ場
《板倉和也､増田航介》
鹿 児 島

8/22
～25

8/8
《志村和也､真下淳一》 ～11

縄 国立沖縄青少年交流の家キャンプ場
《板倉和也､保坂正志》

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 8/20
〈小２～中３対象〉
《寺岡賢、山﨑政弘、中山貴生》 ～23
愛

知 愛知県西尾市･愛知こどもの国キャンプ場 7/24
《寺岡賢、中山貴生》 ～27

〈小１～中３対象〉

関

西 滋賀県東近江市･あいきょうの森キャンプ場 8/9
《寺岡賢、山﨑政弘、中山貴生》 ～12

〈小２～中３対象〉

連合会・クラブ等共催
※友愛キャンプは障がいのある方も申込可能（人数制限なし）

名称
友

開催地《派遣者》

期日

愛 滋賀県東近江市･四季の森キャンプ場
8/11
《久世郁夫》 ～14

〈小３～中３対象〉

鹿児島県鹿児島市･八重山公園キャンプ場
沖縄県渡嘉敷村･

沖

8/17
～20

ＳＹＤ伊勢青少年研修センター主催

8/8
～11

広

島 広島県広島市･似島臨海少年自然の家
8/14
《根岸秋吉》 ～17

〈小１～中３対象〉

北部九州 福岡県北九州市･市立玄海青年の家キャンプ場 8/19
〈小１～中３対象〉
《志村和也》 ～22

青少年事業の予定(上記キャンプを除く)
7/20～21…「ＷＡＫＵ×２ボランティアリーダー研
修会」（広島） 〔広島県広島市・似島臨海少年自
然の家〕

《根岸秋吉》

8/15･16･17…「青年ボランティア・アクションｉｎ
フィリピン」支援バッグ作り 〔東京都・ＳＹＤ
ホール〕

7/20～21…「ＷＡＫＵ×２ボランティアリーダー研
修会」（沖縄）〔沖縄県東村・福地川海浜公園〕

8/20～26…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〕

《板倉和也》

《青木富造、山口千恵子》

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」〔福島県・ばんだいふれあいぴ

8/30～9/1 … 第３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」〔福島県･ば

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》

んだいふれあいぴあ､東日本大震災復興住宅ほか〕
《青木富造、板倉和也、谷野渉、増田航介》

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、増田航介》

8/13…第９４回「青年ボランティアゼミナール」
〔東京都・ＳＹＤ会議室〕

9/7～8 … 「子どもＷＡＫＵ×２ひろば」（石巻）
〔宮城県石巻市・狐崎漁村センター〕
《保坂正志、志村和也、板倉和也》

9/14～16 … 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》
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伊勢青少年研修センター青少年事業
《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》

7/7…「子どもＷＡＫＵ×２ひろば」（東京）７５人
〔東京都渋谷区・ＳＹＤホール〕

《増田航介》

7/23～25…「寺子屋伊勢合宿」（一般財団法人日
本教育再生機構大阪茨木支部との共催事業）

7/29～31… 第４８回「伊勢少年少女合宿講習
会」（一般社団法人伊勢青年会議所との共催事業）
8/2～4 … 第２９回「岸和田少年少女サマース
クール」（公益社団法人岸和田青年会議所との共
催事業）

8/27～29 … 「橿原ジュニアサマースクール」
昨年に続き七夕まつりをおこなった。「僕た
ち、私たちが創る夏まつり」をテーマに、参加
者はオリジナルの屋台づくりに取り組んだ。昼
食で焼きそばやホットドッグなどでお腹を満た
したあと、スーパーボールすくいやわたあめ、
割りばし鉄砲を使った射的など、屋台を回りな
がら祭り気分を味わった。

（橿原ロータリークラブとの共催事業）

9/7～8…「４０キロナイトウォークの集い」

主催事業・活動等
《

報

》内は派遣者

告

6/21…第１１回「チャリティー演芸会」８６人〔東京
都・ＳＹＤホール〕

]

「笑えば梅雨明け！の巻」と題し、立川らく
次、立川志らべ、春風亭ぴっかり☆、立川只
四楼の４人による落語が披露され、会場は来
場者の笑いに包まれた。

7/12…第９３回「青年ボランティアゼミナール」
１８人〔東京都・ＳＹＤ会議室〕

また、昨年好評を博した「中入り」（休憩）時
の抽選会が今年もおこなわれ、番号が読み上
げられるたびに歓声が起こった。
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。
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ＳＹＤ青年リーダーで、現在、国際線・国内
線のキャビンアテンダントとして活躍する藤本
晴香さんが「空飛ぶＳＹＤリーダー～ＣＡという
夢を持つきっかけをくれたフィリピンの子ども
達との出会い」と題し講演した。
フィリピンの子どもと交わした自分の夢の話
や、「お客様にとって初めて出会う日本人」で
あるキャビンアテンダントとして心がけているこ
となど、参加者は藤本さんの話を興味深く聞
いた。

★ＷＡＫＵ×２ボランティアリーダー研修会
6/22～23…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》

参加者は、喜多方消防署北塩原分署によ
る普通救命講習会を受講し「心肺蘇生法」を
学んだほか、野外活動で想定されるさまざま
な危険箇所とその対策について協議した。

7/13～15…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」２３人〔宮城県
石巻市・湊町復興住宅ほか〕
《青木富造、谷野渉、増田航介》

6/29～30… いばらき １１人〔茨城県常陸太田市・
県立里美野外活動センター〕《福田達男、保坂正志》

復興住宅の方々と交流活動をおこない、合
わせてカレー、焼きそば、杏仁豆腐などの食
事を提供した。また、グループごとの歌やダン
スのほか、剣道の型や合唱を披露した。今回、
タイ国から参加があり、現地の踊りも披露され
た。

7/16～8/14 … ブラジル修養団「青年リーダー
日本研修」〔東京都・福島県・三重県ほか〕
砂原 アンドレ 誠志さん（２５歳・大学院生）と、
成瀬 ラリッサ リカさん（２２歳・大学生）が来日。
本部研修のほか富士登山、伊勢研修、ばんだ
いふれあいぴあでの研修、都内視察などをお
こなう。

初めての参加者が多かったものの、時間の経
過とともに少しずつ会話も増え、キャンププロ
グラムの話し合いでは活発な意見が交わされ
た。
期間中は雨続きで、テント設営を室内でお
こなったが、野外炊事は外で実施し、肌寒さを
感じながらも、協力してカレーライスを作った。

6/29～30…鹿児島 １０人〔鹿児島県鹿児島市・八
重山公園てんがら館〕

《志村和也》
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このほか、油性ペンを使ったＴシャツ染めを
し、色鮮やかなシャツを作った。

参加者は修養団鹿児島県連合会・下村祐
毅会長の講話を通じ、ＳＹＤについての認識
を深めた。その後、キャンプのリーダーの心構
えやねらいを確認し、レクレーションの練習や
野外炊事でのカレー作りに取り組んだ。
２日目には「どうしたら子どもたちが喜んでく
れるか。楽しく、そしてためになる」をテーマに、
野外炊事のメニューやプログラムを決めるなど、
夏のキャンプに向けて準備をおこなった。

7/6～7…瀬戸内海 １７人〔香川県高松市・県立五
色台少年自然センター〕

《山地千晶、板倉和也》

【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、増田航介》
報

6/21
6/25
6/25
6/28
7/ 2
7/ 5
7/ 7
予

雨の予報に反し天候に恵まれ、テント設営
の実習、野外炊事をおこなうことができた。夜
には香川県・善通寺西中学校の山地千晶先
生が「ボランティアの心構え」と題し講話した。
２日目はキャンプ期間中のプログラム策定
を おこない、 グ ループに分かれて案を 出し
合った。また、実際のキャンプ映像を全員で鑑
賞し、当日に向けてのイメージを持つことがで
きた。

7/6～7… 北九州 １１人〔福岡県北九州市・市立玄
海青年の家〕
《保坂正志》
子ども達を楽しませるレクリエーションを２つ
のグループに分かれて話し合い、全員で体験
した。野外炊事では「新聞紙を使わない火お
こし」に取り組み、ナイフで木を削るなど工夫を
して火をつけることができた。

8/30
9/ 6
9/13

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

233 人
194 人
36 人
200 人
330 人
150 人
260 人

定
和歌山県高野町立高野山中学校
熊本県水俣市立緑東中学校
大分県佐伯市立直川中学校

会員組織の主な動き
《 》内は派遣者

報

告

6/14…修養団愛汗喜多方「令和元年度総会」
１７人〔福島県喜多方市・厚生会館〕 《山﨑一紀》
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平成３０年度事業報告・収支決算、および
令和元年度事業計画・収支予算案が可決さ
れた。
また、「愛汗実践塾」の開催、子ども自然体
験キャンプ参加者への助成などが決定された。
本年は役員改選がおこなわれ、副会長に
大河原謙一さん、監事に冨田幸雄さんが新た
に選任されるなど、会長、副会長（３名）、監事
（３名）、事務局長がそれぞれ決まった。
席上、平成３０年度の功労者表彰で名誉団
員称号を授与された大澤君一さんに、山﨑一
紀ＳＹＤ主幹より盾が手渡された。

6/16 … 修養団鹿児島県連合会「令和元年度
定期総会・講演」 １１人〔鹿児島県鹿児島市・
加治屋町町民館〕

《久世郁夫》

平成３０年度事業報告と決算報告の承認と
もに、令和元年度事業計画および予算が事
務局提案どおり可決された。

6/22… 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千駄ヶ谷駅とＳＹＤ修養団ビル間の歩道
の清掃活動を実施した。
〈発信・嘉悦幸子〉

6/26…修養団東松山向上会「定例総会・懇親
の集い」 ２９人〔埼玉県鳩山町・麻見江ホスピタ
ル〕

平成３０年度の事業および決算報告、なら
びに令和元年度の事業計画・予算案が承認
された。終了後はカラオケ大会、ビンゴゲーム
などで懇親を深めた。
また、麻見江ホスピタルを運営する医療法
人眞美会の馬場眞美子理事長のお話を聞い
〈発信・岡部宣子〉
た。

6/29…修養団愛汗郡山「第１４回定例総会」
７人〔福島県郡山市・ベルヴィ郡山館〕 《久世郁夫》

平成３０年度の事業および決算報告、なら
びに令和元年事業計画・予算案の審議がお
こなわれ、連合会１００周年記念事業として「記
念誌」の発行、「感謝の集い（仮称）」について
承認された。
総会終了後、久世郁夫ＳＹＤ専務理事が
「自分になりきる」のテーマで講演した。

6/19…修養団山都愛汗の会「総会」１３人〔福島
県喜多方市・山都開発センター〕

《根岸秋吉》

平成３０年度の事業および決算報告、なら
びに令和元年度事業計画・予算案が承認さ
れた。

7/5…ＳＹＤ修養団端野会「定期総会」１２名〔北
海道北見市・やきにくや〕
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２名の新入会員を迎え、和やかにお
こなわれた。

また、６月１８日には、端野神社の草刈り清
掃を実施。午前７時に２０人の会員が集まり奉
〈発信・嶺洋一〉
仕作業をおこなった。

7/5…修養団神奈川県連合会「第３８回定期総
会」 ９人〔横浜市・㈱日立システムズはせがわビ
ル〕

《久世郁夫》

11 月 9 日「幸せの種まき祭り」
バザー品提供のお願い
従前の「チャリティーバザー」に加え、
ＳＹＤホールを会場にイベントを実施し
「地域に開かれた祭り」を目指します。
チャリティーバザー会場では、衣類や
日用雑貨、地方の名産品等を格安にて
販売いたします。
このほか、修養団埼玉県連合会のご協
力による新鮮野菜の販売もおこないま
す。
収益金はフィリピンやブラジルのスト
リートチルドレン支援などのため使わせ
ていただきます。
〈提供品例〉
・日用品（タオル、シーツ、石鹸等）※未使用品
・衣料品（古着はご遠慮ください）
・雑貨（バッグ、アクセサリー等）
・電化製品 ・玩具 ・食器 ・野菜
・特産品（もち米、お米、海産物、菓子等）
ご提供いただける場合は、お電話、ファクシミ
リ、Ｅメール等でご一報ください。
問合せ・連絡先
ＳＹＤ社会教育部「幸せの種まき祭り」係
TEL 03-3405-5441 FAX 03-3405-5424
E-mail:info@syd.or.jp

平成３０年度事業・決算報告、ならびに令和
元年度事業計画・予算案が承認された。また、
役員改選がおこなわれた。

職員の退職 （６月２５日付）
社会教育部 小川幸恵

※以下、詳細次号
7/17 … 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・日立システムズ日本橋オ
フィス〕

《久世郁夫、保坂正志》

<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/

