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10/15～17…「神嘗祭特別講習会」９０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》 

  
 

 
初日は特別講師である松下政経塾塾頭の

金子一也講師による講話がおこなわれた。 

２日目午前には恒例の「初穂曳」に参加し、

五十鈴川に浸かりながら「エンヤエンヤ」の掛

け声とともに、今年の新穀を載せた船を内宮

へと曳いた。午後からは童心行で参加者同士

がふれあい、山中隆雄特別講師による神嘗祭

についての講話、寺岡賢ＳＹＤ講師の講話と

続き、その夜、伊勢神宮・内宮で神嘗祭の祭

典を拝観した。 

３日目は御神楽奉納、神宮特別参拝をおこ

ない、その後は神宮内を散策した。 
 

10/18…第３回「『東京ベルズ』ハッピーヴォイ

スチャリティーコンサート」１１２人〔東京都渋
谷区・ＳＹＤホール〕 

ＮＰＯ法人「東京ベルズ」による第３回のチャ

リティーコンサートがおこなわれた。 

第１部ではメンバーによる混声８部のハーモ

ニーが披露され、第２部では、「フィリピンのゴ

ミ山周辺で暮らす子どもたちの現状」を山口千

恵子ＳＹＤ青年部長が映像を使って報告し、Ｓ

ＹＤの事業「青年ボランティア・アクションｉｎフィ

リピン」に参加した高校生へインタビューをした

ほか、フィリピンの子どもたち（映像）と日本の

青年たちが一緒に歌うパフォーマンスがおこ

なわれた。 

 
 

 
第３部では「ベルズと歌おう」と題し、オリン

ピックにちなんだ曲を中心にメンバーと観客が

一緒に歌い、第４部では東京ベルズのオリジ

ナル曲「夢で逢いたくて」やヨハン・シュトラウス

の名曲が披露され、盛況のうちに終了した。 

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の支援に活用される。 

  
 

10/26～27…「子どもＷＡＫＵ×２ひろば（広

島）」３５人〔広島県福山市・県立福山少年自然の家〕 
  《板倉和也》 

クイズラリーでは、好評だった昨年に続き

「下駄飛ばし」を楽しんだほか、木の実や枝、

葉っぱなど自然の物を用いたランタン作りをし

た。

主催事業・活動等 

報 告  

《  》内は派遣者 
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夜のキャンプファイヤーは

雨のため室内でのキャンド

ルファイヤーに変更し、レク

リエーションや歌で盛り上

がった。 

また、野外炊事ではグ

ループごとに協力しながら

カレーライスを作った。 
 

11/2～4…「沖縄子ども自然体験キャンプ」 
７８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、保坂正志》 

  
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、障害児７人を招待し

た。おおむね天候にも恵まれ、１日目には星

空観察、２日目には海水浴や大型カヌー体験

をし、沖縄の美しい自然を満喫した。 

野外炊事では村ごとにカレーライスを作り、

キャンプファイヤーでは村歌と出し物を発表し

た。 

  
 

11/2～4…「子どもＷＡＫＵ×２ひろば（広島）」
４８人〔広島県広島市・似島臨海少年自然の家〕 

  《根岸秋吉》 

  
８月に台風接近のため中止された「広島子

ども自然体験キャンプ」に代えて開催。 

野外炊事でのカレーライス作りやカートン

ドッグ作りのほか、キャンプファイヤーやリー

ダーによるレクリエーションなど、盛りだくさん

のプログラムで、３日間を楽しく過ごした。 

また、会場の広島市・似島は日本のバウム

クーヘン発祥の地であり、竹に生地を塗って

は焼くの繰り返しをしながら、手作りのバウム

クーヘン作りにも取り組んだ。 

  
 

11/2～4…「全国青年ボランティア・フォーラ

ム」２８人〔東京都渋谷区・国立オリンピック記念
青少年総合センター〕《荒川祐二、青木富造、山口
千恵子、市島寿里、谷野渉、増田航介》 

 
 

 
全国各地から集まった参加者は、「人生の

目的～君たちはどう生きるか～」のテーマから、

「困難にぶつかったときの秘策」、「夢を叶える

ために今すべきこと」、「コミュニケーション能力

を高める為のアイディア」、「自分の中のギフト

（才能）の見つけ方」の４グループに分かれて

協議し、発表をおこなった。 

また、特別講師の荒川祐二さんが「半ケツと

ゴミ拾い」と題し講演した。 
 

11/5～8…第１１９９回「みがく講習会」〔三重県伊
勢市・伊勢青少年研修センター〕２７人《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》 

 
令和に入って初めてのみがく講習会。いずれ

も創業１００年以上を誇る京都府、兵庫県、岡

山県の会社から参加者が来場した。 
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11/9…「幸せの種まき祭り」〔東京都渋谷区・ＳＹＤ
ホールほか〕 

  
従前の「チャリティーバザー」に加え、地域

に開かれたイベントとして開催した。 

全国のＳＹＤ連合会・クラブや企業からの提

供品や、埼玉県の会員の方々が栽培した新

鮮野菜の即売を実施した。ボランティア２９人、

ＳＹＤ東京を中心とした近郊の青年たち１０人、

役職員１６人がバザー品の販売や餅つきなど

にあたった。 

多くの近隣住民のほか、埼玉県の修養団嵐

山町連合会・修養団東松山向上会・修養団八

和田親和会の３８人、また福島県から修養団

山都愛汗の会の会員９人が来場し、たくさん

の品物を購入いただいた。 

 
また、ＳＹＤ青年部による夏期事業の写真

展示のほか、地元の「まちづくりネットワーク・

千修会」のポップコーンやわたあめの販売、同

会会員で渋谷区のコミュニティラジオに出演し

ている福與好一さんのトークライブなどもおこ

なわれ、にぎやかな祭りの雰囲気に包まれた。 

  

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や災害被災者の支援に活

用される。 

 

【幸せの種まきキャンペーン《出前講座》】 
 

 
10/21 沖縄県浦添市立浦添小学校 110 人 

10/21 沖縄県・私立沖縄カトリック中学校  

    48 人 

10/23 沖縄県立南部商業高等学校 

10/23 沖縄県立具志川商業高等学校 621 人 

10/24 沖縄県立浦添高等学校 

10/24 沖縄県立普天間高等学校 50 人 

10/25 沖縄県立真和志高等学校 50 人 

10/25 沖縄県立球陽中学校 88 人 

10/29 静岡県・私立浜松聖星高等学校 210 人 

11/ 7 神奈川県・私立カリタス女子中学校 

    209 人 

11/11 長崎県上五島町立有川中学校 51 人 

11/11 長崎県上五島町立奈良尾中学校  
 

 
11/26 東京都・私立巣鴨学園巣鴨高等学校 

11/28 広島県安芸高田市立甲田中学校 

12/ 2 長崎県長崎市立西泊中学校 

12/ 3 長崎県長崎市立丸尾中学校 

12/ 5 北海道日高町立日高中学校 

12/10 群馬県東吾妻町立東小学校 

12/17 徳島県立徳島商業高等学校 

12/19 石川県・私立星稜中学校 

 

 
 

11/24…「子どもＷＡＫＵ×２ひろば（下田）」〔新
潟県三条市・下田公民館〕 《志村和也》 

 

12/3～6…第１２００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》 
 

12/8…「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〕  《志村和也》 

 

12/13…第９６回「青年ボランティア・ゼミナー

ル」〔東京都渋谷区・ＳＹＤ会議室〕 
 

12/20…「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〕 《板倉和也、谷野渉、増田航介》

予 定 

報 告 

予 定 

《青木富造､山口千恵子》 
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★子どもＷＡＫＵ×２ひろば 
 

12/14～15…北九州〔福岡県北九州市・市立足立青
少年の家〕  

 

12/15…東京〔東京都渋谷区・ＳＹＤホール〕 
 

12/15…鹿児島〔鹿児島県日置市・伊集院地区公民
館〕 《志村和也》 

 

12/21…郡山〔福島県郡山市・郡山自然の家〕  

   《板倉和也》 
 

12/21～22…伊勢〔三重県伊勢市・伊勢青少年研修
センター〕 《山﨑政弘》 

 

《 》内は派遣者 
 

10/16…修養団愛汗喜多方、修養団福島県連

合会「第９回愛汗実践塾」１８人〔福島県北
塩原村・グループホームさくら〕《久世郁夫、志村和也》 

 ※協力：修養団山都愛汗の会 

 

会員のほか喜多方市や北塩原村の団体職

員、喜多方市等の企業から参加があった。 

参加者は、童心行、講話、体験学習「チ

アー・アップ」などを通して「幸せの種まき」の

実践への意欲を高めた。 
 

10/16…修養団嵐山町連合会「つくってたべよ

う会」２５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

は海苔巻きとけんちん汁を作った。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…修養団上越「愛汗実践塾」１２人〔新潟県
上越市・オーレンプラザ〕 《山﨑一紀、志村和也》 

山﨑一紀ＳＹＤ主幹が「修養団の精神～愛

と汗の心～」「“道のひかり”に学ぶ」のテーマ

で講演をおこなったほか、志村和也ＳＹＤ講師

が体験学習「チアー・アップ」、静坐行など体

験学習を指導した。 

 
 

11/2～3…修養団新潟県連合会「会員研修

会」９人〔新潟県上越市・深山荘〕  

   《山崎一紀、志村和也》 

参加者は自己紹介と近況報告をおこない、

フードコーディネーターの上原みゆきさんによ

る講演「上越の酒と食文化について」を聴講し、

夕食で会員相互の懇親を深めた。 

 

11/16…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〕 《青木富造》 

 ※協力：修養団福島県連合会 ※詳細次号 

 

 
 

12/1…修養団伊勢向上会、修養団岐阜県連

合会灯会、修養団伊勢いなほの会「愛汗

実践塾」〔三重県伊勢市・修養団伊勢青少年研
修センター〕 《岡村精二、保坂正志》 

 

12/8…修養団宇部市連合会「宇部市街頭美

化清掃」〔山口県宇部市内〕 《志村和也》 

 ※前日の１２月７日に青年研修会を実施予定。 
 

12/21～22…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〕 

 

 

 

会員組織の主な動き 

予 定 
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