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１月
那須クラブ会長
那須ワイズメンズク

№２１６

月報

強調月間：ＩＢＣ／ＤＢＣ

主題

拓こう 築こう ワイズの世界

ラブ

１２月（クリスマス）例会 １２月１５日(金)
２０１７～２０１８年度 主題
Henry J Grindheim（ノールウェイ）
「ともに、光の中を歩もう」
アジア地域会長：（ＡＰ） Tung Ming Hsiao(台湾)
「ワイズ運動を尊重しよう」
東日本区理事：（ＲＤ）栗本 治郎（熱海）
「広げよう ワイズの仲間」
北東部長：鈴木 伊知郎（宇都宮東）
「距離に負けるな北東部、各クラブの個性を磨きましょう」
国際会長：(ＩＰ)

1２月例会データ—（出席率：66.7％）
在 籍 者
６名
例会出席者 ５名 メ ネ ッ ト ２名
ゲスト ２７名

今月の聖句
主こそ王。
全地よ、喜び踊れ。多くの島々
よ、喜び祝え。

詩編９７編 1 篇
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１月 Happy Birthday
田村 暁美メネット
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榮
子
治
木
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巻 頭 言
子育て奮戦記
鈴木 保江
２００６年に仙台で開催された第９回東日本区大
会に、２歳で参加した上の子がはや中学１年生になり
ました。思春期・反抗期のまっただ中です。近い距離
ですが、毎日自転車で登校しております。早速入学式
の次の日には、朝から２回も転んだと報告を受けまし
た。毎日近くの公園で練習していたのに…と思いまし
た。自分なりに転んだいきさつを話してくれました。
ハァ？？？でした。また、中学生になったいまだに自
分でいろいろ決められず、必要なものもどんなノート
名の色は？形は？など毎日、何がどうしたらいいかわ
からずまた、詳細も聞いてこないので親も何が必要か
わかりません。自分で買い物にも行けないのです。近
くに買い物ができるところがあり、いくら自分で行く
ように言っても行けないの一点張りです。私たちの子
供のころとはかなり違って毎日、奮闘なわけです。そ
こで悩むんですね。この子たちはいつになったら、自
分のことが自分で出来るんだろうかと。
大人は、年齢を重ねるとやれることが減少しますが、
子供たちは、できることが一つずつ増えていきます。
これから先いつの間にかこんなことができるようにな
ったと気づく時が来ますが、今は、まだ毎日どうした
ら自分で考えて行動できるか見守るしかないですね。
これからの積み重ねが、社会人になった時自分で考え
て行動できるような大人になることでしょう。その前
に立志式が待っていますがそれまでの成長が楽しみで
す。かなりの時間がかかると思います。今は、包丁の
使い方やレンジの使い方、出汁の取り方等々今の時代
にあったことを教えて“できるイケメン”に育てるよ
うにはどうしたらよいか考えて中です。

１２月（クリスマス）例会
内海 研治
日時：１２月１５日（金）１８：００～２０：３０
場所：日本キリスト教団西那須野教会
参加者：田村、河野、村田、原田、内海の各メン。メ
ネット：田村、原田
ゲスト：養徳園より１０名、ユースリーダー（もっち
ゃん）
、西那須野教会・ＹＭＣＡ関係者ほか１４名
合計：３２名
１２月１５日（金）日本基督教団西那須野教会にて
那須ワイズメンズクラブクリスマス例会が開催されま
した。はじめに田村会長による開会点鐘、原田メンに
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聖書朗読・祈祷いただきました。第１部は礼拝堂での
キャンドルサーヴィスです。司会は村田副会長のもと
進められました。前奏には「久しく待ちにし」
、招詞に
はイザヤ書第６０章１－３節が読み上げられ、灯火が
入場しました。神様が最初の光であり、その光をキャ
ンドルで受け継ぐことを意味しています。そしてメッ
セージは西那須野教会潘炯旭牧師からクリスマスの意
味をお話いただきました。お話いただいている間もそ
れぞれが蝋燭の炎と対峙し、静かさのなかにあたたか
さがある厳かな時となりました。

第２部のクリスマス祝会は、１F ホールに移動し河
野副会長司会のもとはじまりました。食前の祈りは原
田メネットにしていただきました。食卓にはチキンや
ちらし寿司、マカロニ・春雨のサラダ、おでん、スー
プ、果物、ケーキなど、テーブルに収まりきらないほ
どたくさんの豪華な食事が並びました。またその食事
一つひとつには、かわいらしいネームカードが添えら
れ、食卓を彩りました。食事のあとは「あかはなのト
ナカイ」などのクリスマスソングを歌い、子どもたち
の元気な声に皆が和みました。養徳園の皆さんは、潘
炯旭サンタクロースからクリスマスプレゼントを貰い、
とてもうれしそうな表情をしていました。皆でクリス
マスの喜びを分かちあう豊かな時となったことと思い
ます。

今後の予定
・１月（第１）例会
日時：１月２６日（金）午後６時３０分～
場所：季節料理いとう家（那須塩原市扇町７－１２、
ＪＲ西那須野駅より徒歩３分 ℡０２８７（３６）２
８５４）
内容：新年の抱負を語る
会費：３，０００円（飲み物別）

また、ＹＭＣＡ国際協力募金と
して、９，３１０円の寄付を皆様
からご支援いただきました。ご協
力いただき感謝申し上げます。

・２月役員会（第２例会）
日時：２月２日（金）午後６時３０分～
場所：ココス西那須野乃木店
内容：２月例会（ＣＳ公開講演会）、３月例会、３月
号ブリテンの発行等。

１月第２例会（役員会）報告
日 時：１月５日（金）午後６時３０分～
場 所：ココス西那須野乃木店
出席者：河野副会長、村田副会長、内海書記、鈴木福
会計、田村メネット
協議事項
１．１月（新年）例会について
日時：１月２６日（金）午後６時３０分～
場所：季節料理いとう家（那須塩原市扇町７－１２、
ＪＲ西那須野駅より徒歩３分 ℡０２８７（３６）２
８５４）
会費：３，０００円（飲み物別）
内容：新年の抱負を語る
２．２月例会について
ＣＳ（公開講演会）を２月２３日（金）午後６時３０
分から西那須野教会にて開催する。仮題「超高齢化時
代を元気で生き抜くには」－自分の現状を知るー
講師：河野順子ウィメン（栃木県訪問看護ステーショ
ン協会会長）プロジェクトの使用。ユースリーダーの
参加を期待
３．次年度の役員について
田村現会長の体調を考慮して、河野ウィメンが会長に
なる。他は変更なし。このことに伴って役員会を夜で
はなく午後の開催も検討する。
４．２月ブリテン発行について
いつも通り早い目にお願いする。
４．その他
・村田メン・メネットが２月１０日より１８日までカ
ンボジア・ラオスへの「歯ブラシ・歯みがきツアー」
に参加する。
・３月の特別例会は、３月１０日（土）凧揚げ。
・ユースリーダーの卒業生の男女の数の連絡。追い出
しコンパの日程の確認。３月例会日の確認。

・２月第１例会（ＣＳ公開講演会）
日時：２月２３日（金）午後６時３０分～
場所：日本キリスト教団西那須野教会
内容：公開講演会
仮題「超高齢化時代を元気で生き抜くには」－自分
の現状を知るー
講師：河野順子ウィメン（栃木県訪問看護ステーショ
ン協会会長）
・３月役員会（第２例会）
日時：３月２日（金）午後６時３０分～
場所：ココス西那須野乃木店
内容：３月例会（ユースリーダーによる報告会）、４
月例会（植樹例会）、４月号ブリテンの発行等。

西那須野幼稚園だより
学校法人 西那須野学園 西那須野幼稚園
理事長・園長 福本光夫
「共に育つ」
本園は、１９５７年に日本キリスト教団西那須野教
会附属幼稚園として開園、１９６３年学校法人化、２
００７年放課後児童クラブ設立、２０１１年に隣接の
(社福)こひつじ保育園と幼保連携型認定こども園西那
須野幼稚園開設。２０１５年３月末に認定こども園の
認定を返上したが、保育園児と合同保育をしている。
２０１７年４月に県内では民間初の福祉型児童発達
支援センター
「シャローム(以下シャローム)」
を設立。
これにより、０歳から小学校６年までが共に育ち合う
地域環境が整った。建学の精神は「自分を愛するよう
に他の人を愛しなさい(聖書)」。教育目標は「自立・
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連帯・創造」である。本園の教育の特色は聖書の愛に
基づく教育で、１９９８年統合教育と国際理解教育で
特色教育振興モデル園として文部省より指定された。
現在しょうがいのある子どもは４７名、外国籍の子ど
もも在籍し、インクルーシブ教育を実践している。
本稿では、創立当初から大切にしているコミュニティ
ー・インクルージョンの視点からの子育て支援と「シ
ャローム」について述べたい(図参照)。

科省によると、少子化にもかかわらず特別支援教育対
象児が増えており、その増加内訳は「発達障害」、「愛
着障害」
と言われる個別支援の必要な子どもだからだ。
最近の根拠に基づく研究によると、ＡＳＤ児が、早期
発見・早期に必要な多様な支援を受けることにより、
二次障害の軽減、成人後のＱＯＬや社会参加の向上が
みられる報告(神尾)もある。
本サービスにより、特別支援学級に行かなくてもクラ
スの一員として世界の潮流であるインクルーシブな環
境で過ごせる子どもが増え、未介入の子どもが減る可
能性が十分あると私は考える。子どもたちの人生も変
わる。学校の費用負担も無い。未知の分野であるが、
幼保小の架け橋として機能していきたい。(下野教育
2018.1 加筆修正)

ＹＭＣＡだより
【ＹＭＣＡイングリッシュ那須クリスマスパーティ
を行いました！】
１２/２（土）に、ＹＭＣＡイングリッシュ那須に通っ
まず、子育て支援について、本園のある西那須野地区
ている子どもたち向けに、一足早いクリスマスパーテ
は毎年人口１割の人口移動があり、本園は、孤立の子
ィを行いました！英語の先生と一緒に、普段のクラス
育てを防ぐために未就園の親子で遊ぶ会を２５年前か
とはまた違う雰囲気でクリスマスを祝い、楽しんでい
ら実施している(昨年度利用者５０００人)。最近は自
きました！様々なクラスに通っている子どもたちが集
園スタッフに加え外部の専門家の支援を受けながら、
い、ジングルベルダンス、スノーボールファイト、ス
均一でない多様な子育て支援のメニューを通して、き
ナックタイム、クラフト、プレゼント交換など、沢山
め細やかな切れ目の無い子育て支援をしている。
また、 のゲームを楽しみました。子どもたちもいつものクラ
子育て支援機能を中心に、
子育て中の親だけではなく、 スとは違った様子で大はしゃぎでした！子どもたち、
地域の個人、諸団体、自治会との接着剤的役割を果た
英会話講師、アシスタントスタッフのそれぞれが、互
しながら、同じ社会的資源の一つとして協力し合うこ
いに交流し、クリスマスパーティを楽しめたのはとて
とによって共に支え合う地域の再構築を追求している。 も素敵なことだと感じました。この度は素敵な時間の
今後の課題としては、
妊娠(前)からの子育て支援(ネウ
ために、皆様のご協力・ご理解を頂きどうもありがと
ボラ制度)、訪問型(アウトリーチ型)子育て支援(昨年
うございました。
度利用者１名)である。
次に、「シャローム」の事業の一つである保育所等
訪問支援事業について述べたい。これは、特別な支援
ニーズ(手帳の有無を問わない、難病も含む)のある児
童について、児童の発達支援にかかわる専門的スタッ
フが、児童の集団生活の場である幼稚園、保育所、認
定こども園、学校、施設などを訪問し、生活の場にお
【フードドライブのご協力のお願い】
いての個別的な支援を行うサービスで、現在就学前の
生活困窮者への支援、また世界の食糧問題を考える機
７園を訪問している。困難ななかにある本人はもちろ
会に、ご家庭で余剰となっている食品を「もう一人の
ん、教諭等の燃え尽き防止効果も期待されるもので、
ご家族と分かち合う」という考えで、ご寄付をよろし
小学校でも本人の困難さが見えやすい低学年までは本
くお願いいたします。
お預かりさせていただく食品は、
サービスの効果は高いと考える。というのも、全国的
「とちぎボランティアネットワーク県北支部」に、寄
に学校教諭は多忙過ぎる事とベテラン教諭の大量退職
付させて頂く予定です。
と２０代教諭の増加の時期であるからだ。加えて、文
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【食品の支援先】児童養護施設、女性シェルター、子
ども食堂、福祉施設など
【募集期間】１月１０日～１月３１日
【集荷場所】那須ＹＭＣＡに直接お持ちいただくか、
那須ＹＭＣＡ職員にお渡しください。
【寄付してほしい食品】未開封のもの、賞味期限がな
るべく 1 ヶ月以上あるもの、冷蔵や冷凍でないもの
【親子のためのクリスマスゴスペルミニコンサート】
１２月１９日（火）トライ東にて、未就園児とその親
を対象にクリスマスミニゴスペルコンサートを開催し
ました。歌い手は峰町キリスト教会よりゴスペル・ク
ワイヤ ヘブンズシャウトの皆さん、とちぎヘルプセ
ンターよりきのこファームの皆さんに来ていただきま
した。今年で４回目になるこのコンサートは、お母さ
んを対象にお子さんと一緒に周りを気にすることなく
コンサートを聞いていただき
たいという趣旨から始まった
ものです。当日のサンタクロ
ースは鈴木伊知郎さん（宇都
宮東ワイズ）にやっていただ
きました。
【フェブラリースキーキャンプ参加者募集！】
最高の雪質で滑る楽しさを満喫する 1 泊 2 日のキャ
ンプです。たくさんチャレンジし、「できた！」「や
った！」という気持ちを大切にしていきます。2 日間
でスキーの上達を目指しましょう！
２０１８年２月１０日（土）～１１日（日）１泊２日
【対象/定員】年中児～小６ / ３０名
【参加費】２４，８４０円（申込金５，０００円）
※別途、リフト代が必要となります。
お申込みは、とちぎＹＭＣＡホームページより
WEB サイト URL：http://tochigiymca.org/
【ＹＭＣＡイングリッシュ２０１８年度新規生徒募集！】
１歳半から成人まで、随時無料の体験レッスンあります。
詳しくは、下記へお問い合わせください。
■宇都宮ＹＭＣＡ（028-624-2546）
■宇都宮東ＹＭＣＡ（028-661-7451）
■那須ＹＭＣＡ（028-624-2546）

・１/２０（土）
・１/２１（日）
キー場
・１/２７（土）
・１/２８（日）
キー場

サタデークラブ＠宇都宮動物園
ワンデイスキー＠エーデルワイスス
サタデークラブ＠宇都宮動物園
ワンデイスキー＠エーデルワイスス

ユースリーダーのつぶやきコーナー
１.名前（リーダー名）２.学校名３.出身地４.ＹＭＣＡに入
ったきっかけは？５.思い出に残った活動とその理由は？６.
今後の進路は？７.ＹＭＣＡに一言
１.野村桃香（ぴー
ち）※写真左側
２.国際医療福祉大
学・放射線学科 1 年
３.茨城県
４.ボランティアの
サークルに入りたい
と思っていたところ、友達に誘われた
５.10 月の野外炊飯→メンバーの子にお母さんのカレ
ーより美味しい！今日来てよかった！と言ってもらえ
てとても嬉しかったから。また、鉈で薪割りをしたこ
とを親御さんに伝えた時にすごく喜んで貰えたのがと
ても印象的だったから。
６.放射線技師
７.これからの活動も積極的に頑張ります！
１. 荻原亜実（さくら）
２. 国際医療福祉大
学・放射線学科 1 年
３.栃木県宇都宮市
４.大学サークルの新
入生勧誘で活動内容を
聞いて興味を持ったから。
５.１１月のＹキッズ 理由:メンバーに楽しんでもら
えたと一番よく実感することができたから。
６.診療放射線技師
７.まだＹＭＣＡの活動に参加させていただいてから
日は浅いですが１回 1 回の活動が貴重な体験でとて
も感謝しています!!

【とちぎＹＭＣＡ・那須ＹＭＣＡの１月の予定】
・１/４（木）～６度冬っこ３ＤＡＹＳ
＠なす高原自然の家、星ふる学校くまの木、鹿沼市自
然体験交流センター
・１/４（木）～５（金）スポーツ２ＤＡＹＳ＠さくら
んぼ体育館
・１/６（土）
新春もちつき大会＠トライ東
・１/１３（土） サタデークラブ＠西那須野幼稚園

編集後記
・連載をしております「（旧）西那須野（西那須原野）
の緑と水」は、田村会長の体調不良のためにお休みと
します。1 日も早い回復を祈っております。
・年賀切手を集めております。ご協力ください。
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