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２０２０～２０２１年度
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№２４８

８ 月報

強調月間：ＣＳ
ＹＭＣＡサービス
パートナーシップ

那須クラブ会長 主題

那須ワイズメンズク

地域につなげ那須ワイズ

今月の聖句
わたしはあなたに感謝をささげる。わたしは恐ろしい
力によって、驚くべきものに造り上げられている。御業
がどんなに驚くべきものか、わたしの魂はよく知ってい
る。
（旧）詩編１３９：１４

２０２０～２０２１年度 主題
国際会長：(ＩＰ) Jacob Kristensen（デンマーク）
「価値観、エクステンション、リーダーシップ」
アジア太平洋地域会長：(ＡＰ） David Lua(台湾)
「変化をもたらそう」
東日本区理事：（ＲＤ） 板村 哲也（東京武蔵野多摩）
「変化をたのしもう！」

・８月第１例会（塩谷キャンプ場視察）

北東部長： 南澤 一右（仙台青葉城）
「変化を楽しみながら新生北東部を創ろう！」

日時：８月２８日（金）午前１０時～
場所：とちぎＹＭＣＡ 塩谷キャンプ場
塩谷キャンプ場に１０時集合
コロナウィルスの影響を考えて、三蜜にならない、ソ
ーシャルスタンディングをとりながら、マスク着用、各
自飲物を持参して、メン・メネットのみでの開催。
司会 副会長
村田 榮
開会点鐘
会長 河野 順子
ワイズソング・ワイズ信条
一 同
聖書朗読・祈祷
司会者
会長挨拶
キャンプ場視察
諸報告 那須ワイズ
那須ＹＭＣＡ
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会挨拶・点鐘
会長 河野 順子
その後、時間と原田メンの都合が合えば、自宅にお邪魔
する。

クラブ役員
会 長 ：河
副 会 長 ：村
書 記 ：藤
会 計 ：村
担 当 主 事 ：藤
ブ リ テ ン ：田

野 順 子
田
榮・田 村 修 也
生
強
田
榮・鈴 木 保 江
生
強
村 修 也・村 田
榮

７月例会データ―（出席率：８０%）
在籍者 ６名（内 功労会員 1 名） 例会出席者 ５名

８月 Happy Birthday
なし

・９月第２例会（役員会）
日時：９月４日（金）午前１０時から
場所：田村メン宅
・９月第１（日本の文化に触れる・茶道）例会
日時：９月２６日（土）午後１時３０分から
場所：遠山師宅
1

巻 頭 言
夏の想い出
田村修也
「夏が来れば思い出す」で始まる歌は、江間章子作詞の尾瀬が原を旅した思い出を綴った名曲「夏の思い
出」です。夏は日常生活から解放されて、大自然の懐に分け入っていく時でもあります。私が尾瀬に最初
に行った時は大学３年生の時でした。林学を学んでいた同級生３人で、布製のテントを背負い、２週間分
の必需品を大きなリックサックに分けて背負って行きました。当時は奥日光の金精トンネルは開通されて
いませんでしたから、金精峠を登り温泉岳、根名草山麓の雄大な中腹に架かる長大な索道を見ながら大清
水を経由して尾瀬沼にやっとの思いで到着しました。晴天に恵まれて雄大な尾瀬沼に広がる花の時期を過
ぎた水芭蕉の群落に見入りました。湖面に映る燧ケ岳に引かれて登りはじめ、山頂近くまで行って、昼食
だけを背負って一気に山頂まで駆け上がりました。帰りは途中まで同じ道を辿り鬼怒沼を横切って、根名
草山を登り奥鬼怒四湯の加仁湯で野営をして帰って来ました。懐かしい思い出です。私の初めてのキャン
プは中学１年生の時の塩原温泉の大沼湖畔でした。ボーイスカウトだった同級生に誘われて３名で行きま
した。朝の霧に包まれた大沼湖畔は印象的でした。夜は蚊の大群に襲われ閉口しました。「霧が歌うよ、
霧が歌うよ、我らがこの喜び」という歌が出来ました。大学浪人時代に西那須野教会で新たにボーイスカ
ウト那須１４団が結団され、牧師が団長・隊長、青年会の先輩が副長、私が副長輔として４班で活動を始
めました。その時の隊員たちはその後、教育者、県職員、町職員、家業を継いで町内の各分野の担い手等々
地域を支える働きをして活躍しています。野外活動特にキャンプ生活を通して培われた資質は何にも代え
がたい宝物として、固い絆で結ばれています。かつての隊員たちは、野外活動の指導者、青少年育成団体
指導員として、地域の次の世代を担う青少年を野外活動を通して育てあげてきました。つい最近までは、
夏の子どもたちの楽しみはキャンプでした。特に小学生は子供会育成会として各地域で活動し、若い両親
と共に地域の中で共に育っていました。その活動の頂点が夏のキャンプでした。キャンプの楽しい思い出
は生涯忘れられません。今では多くの野外活動の場であった自然の中のキャンプ場が閉鎖されてしまいま
したが、この貴重な体験の場であるキャンプが復活することを願ってやみません。

７月例会（キックオフ） ７月２４日（金・祝日）
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於：原田ワイズ宅

する。
・那須聖園老人ホームに対する支援活動について考
える。
・シイタケ昆布の購入について
できれば、８月例会日に配布できるように個数の確
認を行って購入をする。

７月第１例会（キックオフ）
日 時：７月２４日（金・祝日）午後１時３０分～
場 所：原田ワイズ宅（塩谷町田所）
参加者：河野会長、田村副会長、村田副会長、藤生
書記（Ｚｏｏｍでの参加）原田各メン。原田、田村
各メネット。
コロナウィルスの影響を鑑み、メンバー・メネッ
トのみの参加で食事もなし、飲物も各自持参で開催
する例会でした。田村副会長の司会でプログラムに
従って進められた。開会点鍾、ワイズソング・ワイ
ズの信条、聖書朗読、祈祷、会長挨拶、本日の議題、
議長を会長によって、２０１９－２０２０年度の報
告・会計報告、２０２０―２０２１年度の計画・予
算案が審議された、原案通り承認された。久しぶり
の対面で、塩谷キャンプ場をどのように整備し、昨
年度、原田ワイズより託された基金の用い方につい
て話が弾んだ。今後は、塩谷キャンプ場のためのワ
イズ基金と呼ぶこととする。その後、Ｚｏｏｍの勉
強会を兼ねて、藤生主事とＺｏｏｍを使って現場の
様子等の話しができ和やかな雰囲気でした。

旧西那須野（那須西原）の緑と水（第８９回）

田村修也
一明治元１月王政新春公布 太政官ヨリ駅次ヲ以
送リ来ル此前年西京ニ事有 幕府大政ヲ返上スト
此時丈作大感スル所アリテ領主福原氏ニ勧告ス 当
家ハ藤原氏始ニ且祖先首藤山ノ内ニ出ツ今ヤ王政古
じ覆ス又失フヘカラス期 宜シク勤王ノ道ヲ可盡小
藩家士狼狽所置不知 三月下旬ヨリ追々官軍奥羽向
進軍ス故ニ領主ニ向ケ兵ヲ出ス事ヲ勧告スルヤ未決
其頃元佐賀原藩士浅田政次郎ナルモノアリ此人以藩
命仙台ヨリ馬術為稽古下リ、其儘此邊ニ流転シ風流
ヲ以世ヲ渡ル武術馬術ヲ尤ヨクス 一日丈作田ニ説
曰ク先生今風流ヲ以世渡ル時節にあらす宜シク出テ
旧藩ニ随テ王軍ニ従事スヘシ 浅田大ニ悦其ノ手続
ヲ問是ヨリ前薩州参謀部軍監竹川直衛狩野某佐久山
８月第２例会（役員会）報告
ニ来リ塩畑白川の動静近藩諸藩ノ方向ヲ探究ス丈作
日 時：８月７日（金）午前１１時～
此事ニ預リテ尽力ス 依テ両公ニ懇願ス狩野ハ北海
場 所：田村ワイズ宅
道ニアリ竹田ハ白川討入ノ際戦死。浅田氏此両氏ニ
出席者：河野会長、田村副会長、村田副会長、
依テ大田原ニ於テ五番隊長野津教行伊集院直門両公
協議事項
ヘ出ス自戦地ニ功アリ「白川討入後人民散乱人馬不
１．８月例会の開催の件
集参謀オ内命ニ依リ浅田一同軍馬事務所ヲ設兵馬ヲ
原田ワイズ宅で持ち寄りによる野外例会の予定で
集ム」領主福原氏兵ヲ出ス事を諸諸家ニ斗リ出願ス
あったが、コロナウィルスの影響を鑑み、塩谷キャ
ルモ小身ナルヲ以テ不被聴 故ニ参謀伊地知正治公
ンプ場視察とする。日程は、８月２８日（金）午前
野津伊集院ノ両公ニ依テ懇願漸被聞届三十人ヲ出ス
１０時に現地集合とする、
丈作出テ戦地并会計ノ事ヲ監督ス。明治元年十一月
２．塩谷キャンプの将来計画について
戦争漸ク平定スルニ及テ 福原氏白川城下六万石粗
とちぎＹＭＣＡの方針を確認する。塩澤総主事に対
税取締ヲ大総督府ヨリ被命丈作領主ノ依頼ニ應シテ
し、鷹嘴理事長、担当者を交えて話し合う場を持っ
白川江出張シ城下村々を巡回して其難苦ヲ探究シ是
てほしいと申し出を行う。
Ｚｏｏｍを使って行えば、 ヲ参謀公に上申シ 粗税半額ノ儀ヲ上陳ス。伊地知
時間とコロナウィルスの問題は解決するのでは。
参謀ト上京シテ参与大久保公会計判事嶌公江謁シ戦
３．９月例会について
地ノ民情上陳ス 明治四年万石以下上知トナリテ丈
９月２６日（土）の予定で遠山師宅でユースリーダ
作も帰農ス。一明治四年日光ニ縣ヲ据テ佐久山宿ノ
ーの参加とともに進める。茶道について。コロナウ
名主ヲ被命上知村々田税取調ヲ被命續テ近隣八ケ村
ィルスによっては変更もある。
大総代トナル。
４．その他
一明治六年日光縣ヲ栃木ニ移シ宇都宮縣被置同縣配
・塩谷キャンプ場の草刈りは、８月１５日過ぎに、
下ニ属小幡高政岩村高俊両公参事タリ 此時丈作廿
昨年整地をしていただいた業者に下草狩りを依頼し、 七ケ村ノ戸長トナル同年命に六年春懲兵議員トナリ
那須ワイズの会計で支払いを行う。基金、昨年仮植
那須半郡ノ軍人ヲ調査ス同六月地券ノ調ノ公布アリ
えしているワイズの花木をどうするは今後の検討と
テ同掛ヲ兼ル同年烏山出張所ニ出勤ス
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一明治六年宇都宮縣ヲ廃シ栃木縣トナル第三区六小
区ノ戸長トナル
明治七年七月襍税調査ノ事ヲ兼務ス 同年十二月酒
造税則御發布ニ付桶類并造石髙調委員被命
明治八年三月病ニ依テ退職ス
明治九年六月各小区取締を被命 續テ区畫改正ニア
リテ三大区八小区区長ヲ兼務ス 同年九月勧業課附
属被命 明治七年野州産馬協同會社ナルモノ起ル本
社ヲ親園村ニ置ク此集タルヤ幕府真岡代官所ニ而那
須郡窮民救済ノ法ニ出ツ其頃黒羽ニ烏山ニ宇都宮太
田原芦野伊王野旧藩々ニ於而此法アリ登。維新後断
絶スルヲ以旧日光縣ノ廃属ニヨリテ各所ノ旧遺物ヲ
合セ則協同ノ字ヲ以一法ニ集ム。矢吹眞一高柳竹松
太田原成田久八等率先シテ事ヲ起ス同人資金ハ縣廳
ノ拝借ニ出テ一時大ニ盛況ヲ顕シタル処社員等金銭
私用大ニ社則ニ戻ル等の事アリ本年ニ至而社ノ借財
大に嵩ミ縣廳拝借ノ年賦モ納ムル能サルニ至リタル
ヲ以 丈作被命テ産馬會社財産取調委員被命 十年
ニ至リテ社員本社ノ業ヲ本縣ニ差上クル事ヲ出願ス
十月一月産馬會社取頭心得兼務被命 三大区三小区
区長矢板武外四名勧業課附属ノ資格ヲ以テ同取締を
被命 自今取締取頭心得申合無給ニ而御世話可致運
ニ而大ニ社則ヲ改正シ費用節倹シ十三年迠ニ本縣滞
借元利壹万弐千円余ヲ返納シ又種馬ハ六百頭ヲ持
尤当時馬格大ニ騰貴シ種馬ト称スルモノ一頭八十円
内外ノ価格ナレハ六百頭ノ馬ハ四万八千円程ノ資産
有スル社トナレリ。
（以下次号へ続く）

外活動センターは、市の除染対象外で引き続き使用
できない事をお詫びします。２０１９年度も皆様の
ご理解･ご協力に感謝申し上げます。また、スタッフ
一同が愛をもって、子ども達の幸せのために努力で
きましたことを、感謝をもってご報告します。
ところで、本園は、西那須野教会附属「しらゆり
幼児園」から認可幼稚園、西那須野幼稚園として新
たに出発しました。そして、この地域教育の一端を
担う働きをさせていただくようになり、今年で６３
年目を迎えることができました。隣の「こひつじ保
育園」との幼保連携型の認定こども園「西那須野幼
稚園」として４年間実施して、新幼保連携型認定こ
ども園に移行予定でした。当初新制度では担任以外
の教諭は４人まで、しょうがいのある子どもの加配
教師の人件費補助はなくなり、共働き保護者に代表
される２号認定のしょうがいのある子どもの補助金
も減額になり、市町からはその分の補填はありませ
ん。大規模園の場合、園児１人の単価も下がり、県
の試算で減収７３００万円となることがわかりまし
た。
子ども達の最善の利益が担保出来ないばかりか、
本園の破綻のおそれもあり、認定を返上しました。
昨年度、処遇改善加算費が教師につくので幼稚園型
認定こども園になりましたが、大規模園の為に収入
は減じました。現在も３００人規模の本園より、１
００人以下の施設の方が、実収入が多いという制度
です。経営的には大変ですが本園を信頼して毎日通
園させて下さっている保護者の皆様に感謝し、信頼
に応えていく決意は変わりません。
また、「児童発達支援センターシャローム」を栃
木県の民間施設として初めて設立しました。３年目
を迎え、赤ちゃんから小学６年生までの全ての子ど
も達が共に育ち合っています。今年度は、センター
長として元国立塩原温泉病院長の富田勸医師をお迎
えし、質的な充実に努めています。
さ て 、 こ れ か ら は Volatility （ 変 動 性 ） 、
Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、
Ambiguity（曖昧性）の頭文字をとったＶＵＣＡ（ブ
ーカ）の時代といわれていましたが、コロナ禍によ
り、いきなりＶＵＣＡの時代が現実の世界になりま
した。正解のない時代は、その時その時の適解を求
めて善く生きることが求められます。学力だけでな
く非認知能力と言われる折れない心(レジリエンス)、
自己統制力(感情・意思・行動)、価値観の違う人た
ちと一緒にやり遂げる力が大切になります。地域社
会での人との関わりが希薄になった今、この基礎を
培う土台としての遊びが、幼稚園に求められている
ことはお伝えしているところです。

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
園長・理事長 福本 光男
２０１９年度のご報告と展望
「子どもを育てるのに村１つ必要である(アフリカ
の格言)」
自然災害や「東日本大震災」で被災された方々が
希望のうちに一日も早くいつもの生活を取り戻せま
すように。新型コロナウィルス感染という危険の中
で、働かれている方々の心と体の健康が守られます
ように祈ります。
西那須野幼稚園は、東京電力の原発事故後、除染
前の外遊びの中止、園庭や畑の土の移染、建物の除
染、専門家による学習会を行ったり、給食用逆浸透
膜浄水機を設置したりしました。今も毎保育日、園
庭中央の放射線量測定、給食の毎食一食分の丸ごと
検査等、可能なことは子ども達の為に実施しており
ます。放射能汚染による幼稚園附属山林観察園と野
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冒頭の文は、
私の大切にしている言葉の１つです。
本園は子ども達のより良い自己形成のために地域の
皆様から下記のご協力(コミュニティー・インクルー
ジョン)をいただいていますが、
このコロナ禍で新た
な関わり方を模索していく必要があります。
中学生の職業体験、五軒町区の皆様とのクリスマス
会。また、更生保護女性の会の皆様には「地域親」
として子ども達との昼食会へのご協力をいただいて
から十五年になります。那須ＹＭＣＡとの協力によ
る幼児から小学生までが実体験や遊びを通して育ち
合うサタデークラブ（毎週土曜日に実施）は、順調
に１９年目を迎えました。また、小学１〜６年生を
対象とした放課後学童クラブが１４年目に入りまし
た。
○視察・交流関係(敬称・個人名略)
教育実習生、槻沢小・東小・西那須野中・三島中・
那須拓陽高校・黒羽高校・那須高校の生徒、アジア
学院学生、白梅学園大学教授２名、岐阜県郡上市議
会議員６名(文教民生常任委員会、事務局)
(２０２０年度学園報 加筆修正)

継続を苦心していましたが、経営状況が悪化してい
る現実や窮状を皆様に知っていただけたら幸いです。

ＹＭＣＡだより
【とちぎＹＭＣＡサマープログラムがスタートしま
した！！】
夏が始まりました！夏といえばＹＭＣＡのサマー
プログラムです！
今年の夏はＹＭＣＡでお馴染みのキャンプ、デイキ
ャンプスクールや水泳教室に加えて、オリンピック
にちなんで、とちぎＹＭＣＡスポーツウィークとい
うことでスポーツクラスや、親子でスポーツ、サッ
カーフェスティバルなどの様々なウェルネスプログ
ラムが開催されます。また、放課後スポーツキッズ
ではウェルネスだけではなく、学校から下校してき
た小学生の宿題をみたり、おやつを食べたりと学童
の役割も担っております。
７月下旬から、８月末まで様々なプログラムが展開
されます。また、とちぎＹＭＣＡのボランティアリ
ーダーが今年の夏も子どもたちのためにプログラム
の準備をがんばっています！
今年の夏もさらに暑い、ＹＭＣＡのプログラムにな
りそうです！

聖園那須老人ホームたより
社会福祉法人 イースターヴィレッジ
聖園那須老人ホーム
施設長 薄井 高宏
皆様、今日は。前号より担当させて頂きます薄井
と申します。今後ともよろしくお願い致します。
さて、今号は、聖園那須老人ホーム現状について
お話しさせていただこうと思います。
聖園那須老人ホームは昭和４５年に開設された、
今年で５０年の歴史を持つ養護老人ホームです。運
営は社会福祉法人が行い、このほかにも児童養護施
設や自立援助ホームも経営しています。老人ホーム
にも様々な業態がありますが、現在では数少ない措
置施設で、県内でも１２施設しかありません。定員
は５０名ですが、現在３８名入所されています。空
きがありますが、入所には、市町の委員会の決定が
必要な為、施設の意向で入所者を増やす事ができま
せん。施設でも様々な取組や働きかけを行っていま
すが、思うように増えないのが現状です。経営状況
も苦しくはありますが、半世紀たった施設の老朽化
も激しく、建替えについても進めなくてはならず、
暗中模索の毎日を過ごしております。
コロナウィルスが蔓延する中、奔走し対応の最前
線に立っていた医療機関が現在経営危機に陥ってい
るそうです。
福祉施設でも少なからず影響のある中、

【とちぎＹＭＣＡ・那須ＹＭＣＡの８月の予定】
・８/３(月）～８/５（水）３Ｄａｙｓスクール１期
・８/４(火)～８/５(水)那須アドベンチャーキャン
プ
・８/６（木）～８/８（土）３Ｄａｙｓスクール２
期
・８/１０（月） 親子でレッツウォーク！
・８/２２（土） レッツ！トレイン！手作りてつど
う隊！
・８/２３（日） レッツ！スプラッシュ！水あそび
づくし！
・８/２９（土） レッツ！タイムスリップ！縄文人
になろう！
・８/３０（日） レッツ！トコトコ！まち探検ｉｎ
鹿沼
・８/２９（土） サタデークラブ＠西那須野幼稚園
5

（クッキング）
・那須ＹＭＣＡの英会話、西那須野幼稚園の運動遊
びは８/２４（月）の週からスタートします。
・夏休み期間中、サマープログラムとしてキャンプ
やスクール、短期水泳など計１３のプログラムが実
施されます。

⑤ 川遊び
⑥ 自分が初めて参加したＹキッズだったのですが、
先輩リーダーたちが子どもと同じテンションで
活動を楽しんだりグループを盛り上げている姿
や子どもたちが満面の笑みで川遊びをして楽し
んでいたりと自分の中で感動や刺激的なことが
多かったからです。これから自分ももっとボラ
ンティア活動を積極的にやっていこうと思うき
っかけになる活動でした。
⑦ 小児の専門とした言語聴覚士です
これからもたくさん活動して子どもと触れ合う機会
を増やしていきたいです！

ユースリーダーのつぶやき
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 堀籠哉太 おこめリーダー
② 国際医療福祉大学保険医療学
部言語聴覚学科
③ 千葉県
④ 自分が将来言語聴覚士として
児童に関わりたいとおもって
いて、子どもと触れ合うボランティアをＹＭＣ
Ａですることができると聞き入りました。

会計よりのお願い
・新年度の会費の納入をお願いします。
半期 ２５，０００円、全額 ５０，０００円
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