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２０２０～２０２１年度

１９９５

№２５４

２ 月報
那須クラブ会長 主題

那須ワイズメンズク

強調月間：ＴＯＦ

地域につなげ那須ワイズ

今月の聖句

父よ、あなたが私の内におられ、私が
あなたの内にいるように、すべての人を一つにしてくだ
さい。彼らも私の内にいるようにしてください。そうす
れば、世はあなたが私をお遣わしになったこと信じるよ
うになります。
ヨハネ１７：２１

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！」

２月第１例会（ユースリーダー報告会）
日時：２月２２日（月）午後７時～
場所：ＺＯＯＭによる例会
内容：ユースリーダーによる活動報告
司会：田村 修也副会長
開会点鐘
会長 河野 順子
聖書朗読・祈祷
司 会 者
ワイズソング斉唱
一 同
会長挨拶
会長 河野 順子
例会参加者の紹介
ユースリーダーによる報告
『全国リーダー研修会報告』
発表者
五 十 嵐 啓 介（べこリーダー）
古谷 真菜（まなぴんリーダー）
茨城 安里(らっきぃリーダー)
質疑応答
ＹＭＣＡ報告
藤生主事・平山主事
ワイズ報告
会長 河野 順子
その他 ３月例会案内（揚がれ！希望の凧２０２１）
閉会挨拶・点鐘
会長 河野 順子
新型コロナの拡大を受けて、ＺＯＯＭを使っての例会を
開催します。招待者は、平山主事です。下記のアドレス
をクリックしてください。
https://us02web.zoom.us/j/82383845931?pwd=WVFFdXFh
aFRPWkVzb3JVVmkycXVVZz09
ミーティング ID: 823 8384 5931
パスコード: 549103

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！」

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

１月例会データー（出席率：８０％）
在籍者 ６名（内 功労会員 1 名） 例会出席者 ４名
ゲスト １名 ビジター １名

２月 Happy Birthday
２/１２

村田 榮 メン

・３月第２例会（役員会）
日時：３月２日（火）午後１時３０分から
場所：田村副会長宅又は、ＺＯＯＭ
・３月第１（揚がれ！希望の凧 ２０２１）例会
日時：３月６日（金）午後１時～
内容：東日本大震災から１０年。被災地を思い、
「震災復
興」と「平和実現」を共に考える。世界につながる大空。
場所：大田原市ふれいあいの丘 芝生広場（大田原市福
1原１４１１－２２）

巻 頭 言
子育て奮闘記番外編
鈴木 保江
今日は、『北風と太陽』というか北からの風が強く、私さえも風に向かって進んでおりました。コロナ
が、どこかへ吹き飛んでほしいほどの北風でした。でも、少し暖かさを感じましたが…。
私は、すこぶる元気で毎日、車を運転し訪問看護に出かけております。昨年８月から訪問看護ステーシ
ョンに移動となり、日々奮闘を繰り広げております。
訪問看護は、入院患者さんと違い、自分でできることは自分で行いながら自宅で過ごすことができるよ
う看護師が自宅を訪問する事業です。半年が過ぎましたが、一番大切だと思うことは、自分らしくいかに
住み慣れた家ですごせるかを、自分で決定しながら行うことへの手助けです。お風呂はどうやって入るの？
料理は自分でできる？寝るのは？あらゆる自立を考え医療的な部分を看護師が手助けします。家族を含め
看護師はできることを支えているという感じでしょうか。また、これは看護師だけでなく、医師をはじめ、
ケアマネージャー、行政の担当者、ヘルパーなど多くのかたの支えなしでは成りたちません。こちらから
言えることは、こんな方法もありますと提案することで、それらを自分で決めていきます。自立に向けた
意思決定への援助です。いろんな方がおられます。自宅で本当に過ごせるのかとても心配なかたも多くい
ます。しかし、そこでどうしたい？と自分で考えることができれば、それに対してまた方法を考えます。
高齢、独居、老々介護とほんとに大丈夫かと思うことも多いのですが、なんとかなることもありみんな自
宅で頑張ってやっておられます。
私も看護師をはじめて３０年が過ぎました。いろんなかたとの出会いがあり、いろんな経験をすること
ができました。これからの人生は、きっと楽しいことばかりと思えます。
長生きできる自分と思っております。先は長いだろうと希望をもって、よぼよぼのおばあちゃんになっ
ても看護師を続けたいと思っています。みなさんのご要望があればいつでも血圧を測らせていただきます。
今年は雪の多い冬でした。もうすぐ春が来るのをまっている那須ワイズ鈴木でした。

那須聖園老人ホーム便り
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
今年の節分行事では、無病息災を強く願い、鰯の香りに思いを馳せる今日この頃、皆様におかれまして
は、如何お過ごしでしょうか。
先日、聖園那須老人ホームでも節分行事が行われましたが、今年は自粛縮小としまして、節分に絡めた
おやつをいただきました。ただし、豆を年の数だけいただくと消化に悪いと思いまして、こちらは毎年自
粛しております。（８０粒～９０粒食べる事になるので）
さて、話しは変わりますが、全国的な人手不足、後継者不足が懸念される中、聖園那須老人ホームでも
人手不足が続いています。募集をハローワークや広告に出しても反応が良くない為、ネットへの掲載を試
したところ、新聞折り込み広告よりも反応が良かったのは、時代の流れを感じました。皆さん、やはりス
マートフォンやパソコンを使って、信頼のおけるサイト（ハローワークのネット掲示版等）から手軽に情
報を集められるのが好まれるようです。もし、高齢者の自立支援や介護の仕事にご興味のある方は、ご一
報いただければ幸いです。また、聖園那須老人ホームでは、電話での介護お困り相談も受け付けておりま
すので、お気軽にご連絡下さい。
タオル寄付のお願い（那須クラブではこの活動に協力しています）
聖園那須老人ホームでは、入所者の方々が生活する中で、様々な場面で使い切りの布（タオル）を使用し
ています。つきましては、皆様には、タオルの寄付をこれまで同様お願いできれば幸いです。
・新品、未使用、使用後は問いません。
・ハンドタオル、フェイスタオル、バスタオル、タオルケット等大きさも問いません。
・御年賀やご挨拶で頂いた物、未開封、開封後等問いません。
・切断や洗濯、消毒はこちらで行います。
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・塩那管理署への訪問

１月第１例会（部長公式訪問例会）
日 時：１月２２日（金）午後２時～
場 所：ＺＯＯＭによる例会
参加者：河野、田村、藤生、村田の各メンバー、
ビジター：南澤一右北東部長、平山主事。
新年例会は、新型コロナウィルス感染拡大による
緊急事態宣言下に栃木県もあるため、ＺＯＯＭを利
用してのオンライン例会にて行いました。例会には
公式訪問として南澤一右北東部部長にも参加して頂
きました。
例会開会の河野会長あいさつでは、コロナ禍でも
実施できた「アジア学院収穫感謝祭ブース参加」や
「植樹例会」などについての評価がありました。
南澤北東部部長からも訪問あいさつを頂き、
「コロナ
禍において、北東部主題『変化を楽しみながら新生
北東部を創ろう！』の様にＺＯＯＭを使用した例会
など新しい試みが出来た」
「デメリットをいかにチャ
ンスに変えていくか、
それが新生北東部につながる」
「コロナ後の例会は、ＺＯＯＭを使用すれば、遠方
の方など今まで参加出来なかった方にも参加する機
会が増える」
、などメッセージを頂きました。
続いて、新年例会では恒例の「今年の抱負」スピー
チを行いました。多くの参加者から「健康」や「趣
味」についての抱負が語られ、特別なことではなく
〝普通のこと〟がとても大切さであると感じさせら
れました。
神様から与えられた一つ一つに感謝をしなれればと
改めて感じた例会となりました。
最後にシイタケ昆布の注文数の確認をし、南澤部
長にも１０個注文をいただきました。

旧西那須野（那須西原）の緑と水（第９４回）
田村修也
３月下旬から物資、兵員の街道往来はしきりとな
って戦機の真近いのをお伺わせたが、福原氏の去就
は定まらず「狼狽なすところを知らず」と言う状態
であった。小藩の動揺は当然であった。前年１月、
版籍奉還連盟の同異をみても三百諸公中、
二百余藩、
ほかは６月になってから強制を受けている。一般に
至っては長い武家の体制、徳川幕府二百数十年の封
建支配になれて、殿様があっても天皇があることを
知らず、将軍様はわかるが皇室についてはほとんど
知るところがなかった。
時世を達観していた丈作は、領主に「今や、王政
古ニ復ス、宜シク勤皇ノ道をツクスベシ」と勧告し
た。封建制下にあって一介の町人が領主に意見を具
申するなどとは、まさに「分」を越えるものであり、
まして、
危機に臨んでは生命を賭けた行為であった。
確信するところを実践し、少しもためらうところが
ない規範を持っていることは丈作の人並みはずれた
資質を示すものであった。
領主が大勢を聴くために、
丈作ら町人に依存するような事実は、世の仕組みが
大いに変わっってきたことを表していた。
「御一新」の招来に期待して封建時代の終息から積
極的に脱出したことは人生の大きな転機となった。
曲折を経たが藩兵の出兵は官軍の許しがでて実現し、
丈作も欣然として参加、国内戦争を体験したのであ
る。白河に進出して、人民離散の状況、人馬調達の
至難さを体験した。後日、白河城下の徴税のことを
委嘱された折、戦災を受けた庶民の生活立て直しの
困難を配慮、
租税半減のために労を惜しまなかった。
丈作は、官軍への参加を決めた大局的判断力と敵地
民衆の窮状を直視して何を為すべきかの深慮ができ
る高い思想性と、決断したことを成し遂げるなみは
ずれた行動力をあわせ持った人物となっていた。
「御一新」の実は庶民生活の現実となって、長い
封建の束縛から解放した。居住の自由、職業選択の
自由、土地の取得、田畑勝手造りなどで、これらは
後の那須野が原開拓ができる基本的な社会背景であ
った。広く地方行政に各種役職をもってかかわり事
情に精通した丈作は、国の推進する殖産興業、各地
に湧然する開発事業の動向を学びながら、那須地方
経済の富源獲得について準備を進めていた。明治９
年、鍋島県令は地租改正について会議を大田原宿に
招集した。その際県令は大運河構想の開陳に接し、

２月第２例会（役員会）報告
日 時：２月２日（火）午後１時３０分～
場 所：ＺＯＯＭで
出席者：河野会長、田村副会長、村田副会長、平山
主事
協議事項
１．２月例会について
２月２２日（月）午後７時～ＺＯＯＭによるユース
リーダーによる報告会を開催する。報告者は、五十
嵐リーダー他。招待者は、ＹＭＣＡ（平山主事）
。ユ
ースリーダーの参加を歓迎。
２．３月役員会（第２例会）について
３月２日（火）午後１時３０分～田村宅、ＺＯＯ
Ｍを利用して行う。
３．３月例会について
那須ＹＭＣＡと共に凧あげを計画する。
４．その他
・那須聖園老人ホームの訪問。
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かねて熟考のうちにあった事業計画と多くの点で共
鳴することとなった。
すでに地元士族によって明治３年頃より再生就業
の目論見から、運河計画が詳細な基礎調査のうえに
樹立され関係筋に上申された実績があった。前者の
試行を受継ぎ、その後に行われた実地踏査などは下
絵をなぞるように実施されたのである。
運河計画実現の担い手として、有志とともに行動
段階に入って丈作はその使命に力を傾けた。この完
遂なしには那須地方の進展はないと、４０代半を越
した熟成の差配が事業を推進した。
県令の提案に符号を感触すると堰を切ったように
実行に移る、思い至ったことを、思い切りやってみ
るこれが変革の時代に能動の側に立ったものの在り
ようであった。丈作は行動集団の中心に位置して事
業創造の先駆としてわきめもふらずに突き進んでい
った。地元庶民を構成員とすうる那須開墾社の結成
も、官有地三千町歩余の拝借も運河開削という大目
標のもとに生まれて来た仕事である。
（以下次号へ）

たことに、私はとても感激し、大変うれしく思いま
した。そして、子ども時代の私も、暗い道を１人で
歩くときは、
必ず歌っていたことを思い出しました。
これらの３人に共通なことは、卒園生ということ
だけではなく、生まれ育った地域で働いていること
です。バブル崩壊前の話ですが、前園長は、「卒園
生が内外の与えられた地で活躍してくれるのは大変
うれしいことですが、地元に戻って働いてくれるこ
ともとてもうれしい」と言っていました。
さて、あと２０年も経ちますと、秋田県、徳島県
は明治時代の人口に減少し、日本人口の７割が大都
市に集中するという予測が出ています。このような
卒園生がいる限り、子ども達のふるさとであるこの
地域は持続可能な地域として成り立つと考えます。
その意味でも地域に根ざしたＹＭＣＡの働きには期
待しています。
今回、直接会った訳ではないですが、３人の働き
との意味ある出会いで幼児期の教育の大切さを改め
て感じました。

西那須野幼稚園だより

宇都宮ワイズ新春初笑い例会に参加しました

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
新型コロナウィルスに感染されて病床にある方のご
回復、医療・介護関係者、そして、感染対策のため
に労されている方々に感謝し、ご健康を祈ります。
また、罹患による差別がないように願います。

会長 河野 順子
２０２１年１月１３日リモートでの例会に参加さ
せて頂きました。この日の開催を広く知らせて頂き
まして、宇都宮クラブメンバー以外に１４名の方の
参加希望があったようです。
私がＺＯＯＭ を開きましたら､本日の主演・立川
晴の輔師匠がすでに参加されていました。参加者の
ための面倒見は大久保さんで温かく迎えてくださり、
落語の司会は例のごとく青木さんが仕切られました。
例会のあいさつがあり、「いざたて」も粕田会長
がハーモニカで幕開けとなり、青木さんと晴の輔師
匠の鼎談から始まりました。この時勢、寄席は減り
苦労されていますが若いだけにいろいろなジャンル
で稼いでおられるようです。ただ、噺家さんは観客
の反応を見ながら話の展開があるのに、その反応を
確かめることができないのでリモートでの落語は難
しいとのことでした。今回のテーマは、「時そば」
のコロナバージョンと言うことで始まりました。こ
の落語の「時」が分からないと意味が無いため、昔
の「刻」についてマクラとして説明がありました。
残念ながら、音が小さくて聞き入っても時々聞き漏
らした感はありましたが、ストーリーは広く知られ
たものなのでなんとなく分かりました。それよりも
師匠のそばをたべる一連の流れの仕草やそばの啜る
音などは、
「さすが」と感心しながらみていました。

「ただひとり のはらを あるいているときにも か
みさまは わたしの ちからです。しろです」
年末に卒園生、かわまたねねさん作の「こたつう
し」という童話が世界文化社から発刊されました。
デビュー作になります。世界文化社の担当の方のチ
ラシで職員が気づき、各クラス図書に加えました。
地元で作家活動をされているようです。
１月誕生日会の後に、市から贈っていただいた感
染予防ＤＶＤを観ました。そこには卒園生の「タタ
ミマン」が出演していました。彼は、そすいネット
の会長としても持続可能な地域の為に労されていま
す。
そして、今週建物のメンテナンスに来てくれた業
者の女性が「私はこの幼稚園を４５年前に卒園しま
した。お祈りや礼拝もしました。小学校からは父の
仕事の関係で宇都宮市に引っ越しましたが」とおっ
しゃり、冒頭のこども賛美歌を口ずさんでください
ました。幼稚園時代の賛美歌をずっと覚えておられ
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コロナバージョンと言うことで、そばを注文する
客にマスクを要求し、隠し味にアルコールが入った
り、飛沫防止にアクリル板を用意したり、古典落語
も今風でありました。
最後のオチは、カードで払うところやワオン（一
文）ワオン（二文）とありまして､カードまでは付い
て行けましたが、ワオンは腑に落ちない年齢の自分
を見ました。
今回、ワイズのための収録のようでした。
立川談志師匠は、知己に富んだ素晴らしい噺家さ
んと認識していましたが、
「はなしはてめえで作れ、
客はてめえで探せ」といわれていたとのことです。
今なら､モラハラかなあ。良い昭和でした…
北東部部長南澤さんから公式訪問に替えての挨拶。
石巻の清水さんとも言葉を交わしました。宇都宮の
Ｙ報告があり、松本さんから浜塚さんにバトンタッ
チされるとか。（人材豊富でいいなあ）。バーチャ
ルチャリティランは、千葉、群馬と３県で企画して
いる様子。
２０２２年の東日本区大会の分科会が翌日の実践
に活かせる８分科会にしたいので、アイデア募集と
山田さんから。清水さんからは、東日本大震災から
今年は１０年。１０周年記念行事として①絵本の読
み聞かせをしています。
次回は２月６日１３：３０。
②仙台､青葉と合同記念礼拝３月１１日１４：３０。
既にお知らせ頂いています。
最後に世田谷クラブの小川さんから提案。「いざ
立て」の一番の「手を挙げ」では右手を挙手する。
次の 2 番の「まことは胸にあふれん」で､右手を胸に
当てることでした。とてもよい提案を頂いたと思い
ます。これからそのように致しましょう。
宇都宮の皆さん、ありがとうございました。

ＹＭＣＡだより
【千葉・とちぎ・ぐんまＹＭＣＡインターナショナル・チ
ャリティーラン２０２０～バーチャリティーラン～進捗】
今年のチャリティーランは、新型コロナウィルス
感染症の影響に伴い、千葉ＹＭＣＡ・ぐんまＹＭＣ
Ａと合同でオンラインで開催しています。現在、競
技参加部門７４名、企業広告部門１５社、寄付金部
門２１名の皆様がお力添えくださり、寄付総額は４
５７，０００円です。まだまだご参加をお待ちして
おりますのでご自分に合うスタイルでぜひご参加く
ださい。
【お問い合わせ】チャリティーラン事務局
028-624-2546（菅井・荒井・坂本）

【ＹＭＣＡピンクシャツデー２月２４日（水）】
ピンク色の服を着ていじめ反対をアピールする
「ピンクシャツデー」を今年も全国のＹＭＣＡで行
います。この運動は２００７年カナダで、ピンク色
のシャツを着た少年がゲイだといじめられたことに
抗議し、皆でピンクシャツを着たことから始まりま
した。社会全体がいじめに対して「自分事として」
向き合うこと、そして被害者と加害者以外の立場に
いる人が「傍観者にならないこと」が、いじめられ
ている人を救うことになると私たちは考えます。公
平で平和な世界の実現を目指していきます。また、
今年は２月１９日にリーダーたちにいじめのことに
ついて考えるリーダートレーニングを予定しており
ます。２月２４日はみなさんでピンクシャツを着ま
しょう！
【とちぎＹＭＣＡ・那須ＹＭＣＡの２月の予定】
・２/６（土） サタデークラブ＠大沼公園（雪遊び）
・２/１３（土） サタデークラブ＠長峰公園
・２/１３・１４(土・日) 野外クラブ雪遊びキャン
プ＠中止
・２/１９（金） リーダートレーニング（いじめに
ついて）＠オンライン
・２/２０（土） サタデークラブ＠長峰公園
・２/２１（日） Ｙキッズ＠中止
・２/２６（水） ピンクシャツデー
・２/２７（土） サタデークラブ＠凧揚げ
・２/２８（日） 文科省プログラム＠なす高原自然
の家（雪遊び）

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大宮司陽向（だいぐうじひなた
りんごリーダー）
②那須拓陽高校 食物文化科
③栃木県
④友だちに誘われて、入ろうと思っ
たことがきっかけです。
⑤クリスマスの飾り作り
子供たちが色々なアイディアで飾りを一生懸命作っ
ていて、とてもすごいなぁと思ったからです。
⑥専門学校に進学希望
⑦これからも子供たちと楽しい活動をしていきたい
です！！
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１２月に那須ワイズメンズクラブよりクリスマス献金をいたしました。社会福祉法人養徳園よりお礼のお
手紙が届きました。

3 月例会の案内です
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