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連絡先：那須ＹＭＣＡ 〒320-0041 宇都宮市松原 2-7-42 （とちぎ YMCA 内） TEL 028-624-2546 FAX 028-624-2489

７月 月報

那須クラブ会長 主題

地域につなげ那須ワイズ

ＴＨＥ Ｙ‘Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦＮＡＳＵ

NETWORK NASU
ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ １９９５

那須ワイズメンズク

ラブ

２０１７～２０１８年度 №２２２

２０１８～２０１９年度 主題
国際会長：(ＩＰ) Moon Sang Bong （韓国）

「私たちは変えられる」
アジア地域会長：（ＡＰ） 田中 博之(東京多摩みなみ)

「ワイズ運動を尊重しよう」
東日本区理事：（ＲＤ）宮内 友弥（東京武蔵多摩）

「為せば、成る」
北東部長：涌澤 博（仙台青葉城）

「チャンス到来 われら北東部から世界へ」

クラブ役員 事務局
会 長 ：河 野 順 子

副会長 ：村 田 榮

田 村 修 也

書 記 ：藤 生 強

会 計 ：村 田・鈴 木

担当主事：藤 生 強

ブリテン：田 村・村 田

６月例会データ—（出席率：８３．３％）

在 籍 者 ６名

例会出席者 ４名 メ ネ ッ ト １名

メイクアップ 1名

ゲスト １名

７月 Happy Birthday

7／8 村田 紀美子メネット

7／11 鈴木 保江ウィメン

今月の聖句

恵の業をもたらす種を蒔け、愛

の実りを刈り入れよ。新しい土

地を耕せ。主を求める時が来た。

ついに主が訪れて、恵みの雨を

注いでくださるように

（旧）ホセア書１０：１２

強調月間：キックオフ

ＹＭＣＡサービス

ＡＳＦ・ＲＢＭ

６月（役員交代式・次年度計画）例会
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巻 頭 言

会長 河野 順子

あいさつ

２０１８年～２０１９年クラブ

会長を仰せつかりました。よろ

しくお願いします。

３月久々に御殿場での研修

を受け、心新たに望むつもり

でいますが皆様の御指導を受けながら、那須ワイズの

個性を生かした活動を考えております。

主題は「地域につなげ那須ワイズ」としました。大変月

並みで新鮮味がないと感じられるでしょうが、北東部長

の活動方針をより具体的に実践可能さを重視しました。

また、毎年地域の方々をお招きして講話などしておりま

すので目新しいものではありません。北東部活動方針

に「YM CA を支えよう」とあります。当該クラブはまともな

支えをするにも人数不足ですが、少ないワイズメン・メネ

ットの一人ひとりが特別の個性を持っておられ、その知

恵と地域資源をユースクラブの彼らに情報提供・案内・

協力し、協働実践をしていきたいと考えています。

恒例の

１） 健康講座

２） 那須街道の植樹

３） 日本の文化を知る

を中心に、生命・自然環境・文化を次世代に継承したいと

考えます。幸いにユースリーダーを生み出す地の利が

あり、彼らと共に地域のゲストの皆さんにお役立てでき

る一年にしたいと思っています。

よろしくお願いします。

６月（役員交代式・次年度計画）例会

書記 藤生 強

日 時：６月２２日（金）

午後６時３０分～

場 所：日本基督教団

西那須野教会

参加者：メン：田村、河

野、村田、藤生、メネッ

ト：田村、ゲスト：平山主事

新年度（２０１８－２０１９年度）に向けて、『これからの

1年を確認する』例会となりました。

始めに、会長交代式を行い、田村会長から河野新会

長へバトンタッチされました。

続いて、河野新会長より「新年度の方針及び計画」が

発表されました。『地域へつなげ那須ワイズ』を標語に掲

げ、那須ワイズの大きな特徴である「地域への貢献」を

より深く進めていくことが確認されました。

「アジア学院の収穫感謝日への参加」、「那須街道赤松

林の植樹協力」、「看護からアプローチした地域福祉活

動」など、那須ワイズの柱となっているこれらの活動を中

心に、より深い「地域への貢献」を目指して進んでいきま

す。また、ここ数年停滞している「ユースボランティアリー

ダーとの交流」を活発に行っていくことが確認されました。

那須ＹＭＣＡリーダーのほとんどが国際医療福祉大学生

であり、日本全国からこの那須に来ています。勉強はも

ちろんボランティアも活発に推奨している大学ですので、

学生たちは地域社会と触れ合う機会は多々ありますが、

〝ＹＭＣＡ理念に集う仲間〟であり〝人生の先輩〟であ

るワイズとの交流はリーダーたちにとって「かけがえの

ない学び」となるはずです。

那須ＹＭＣＡとの関わりでは、那須ＹＭＣＡが長年に渡

り〝出張所〟的な働きしか出来ていなかったこともあり、

ワイズが「ＹＭＣＡ地域活動」の役割を担っていたように

思われます。

この4月に那須ＹＭＣＡ担当職員が交代したこともあり、

ＹＭＣＡがステップアップ出来るよう、サポートを行ってい

くことも確認されました。

地域にとって、ワイズにとって、『実り多き１年』となる

様、皆さまからの祈りを願います。

７月第２例会（役員会）報告

日 時：７月４日（水）午後６時３０分～

場 所：ココス西那須野乃木店

出席者：田村会長、河野副会長、村田副会長、藤生書記、

鈴木副会計、田村メネット、

協議事項

１．７月例会について

ユースリーダーの出席を考慮して、７月１３日（金）午後６

時３０分～、会場は西那須野教会で行う。内容は、「知っ

て得する、救急処置」とだいし、けが、虫刺され、熱中症

等に対する対処法を学ぶ。講師は、鈴木ウィメン（那須日

石病院看護師、日赤幼児安全法指導員）。対象は、ユー

スリーダー、幼稚園児の関係者等に呼び掛ける。夕食は、

カレーで田村有希子こさんに依頼する。お米、ジャガイ

モ、玉ねぎは村田が提供。チラシ作成は藤生書記。

２、８月例会について

納涼例会とし、原田ワイズ宅で８月２５日に行う。納涼例

会の前に塩屋のＹＭＣＡキャンプ場を下見する。午後３

時３０分原田さん宅集合で下見に行く。オークションを行

う。司会は鈴木ウィメン。会費は１０００円。詳細について

は、８月役員会にて決定する。
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３．７月ブリテン発行について

４．８月第２例会（役員会）について

８月１０日（金）午後６時３０分からココス西那須野乃木店

にて開催する。

５．北東部評議会出席の件

河野会長と村田副会長が出席する予定。

６．その他

①上半期の会員報告は、送付済。前期会費納入は、８月

１５日。

②那須ＹＭＣＡ報告（活動計画）について、藤生担当主事

より説明があり、協議を行った。

今後の予定

・７月役員会（第２例会）

日時：７月４日（水）午後６時３０分～

場所：ココス西那須野乃木店

内容：７月例会、７月号ブリテンの発行、８月例会、ＹＭＣ

Ａ報告等。

・７月第１例会（公開講演会）

日時：７月１３日（金）午後６時３０分

場所：西那須野教会１階ホール

内容：「知って得する、救急処置」とし広くユースリーダー、

幼稚園関係者に呼び掛ける（別紙を参照）

会費：５００円（メンバーのみ）。

連絡先：田村副会長（090-5545-6763）

・第１回北東部評議会

日時：７月２８日（土）午後１時～

場所：仙台ＹＭＣＡ

・８月役員会（第２例会）

日時：８月１０日（金）午後６時３０分～

場所：ココス西那須野乃木店

内容：８月例会、８月号ブリテンの発行、９月例会等。

・８月例会（納涼第１例会）

日時：８月２５日（土）午後３時３０分原田ワイズ宅集合、

キャンプ場の下見後例会。

旧西那須野（那須西原）の緑と水（第６３回）

田村修也

前号の続き、渡辺國武関連資料を紹介します。太田原

市役所の後ろに、明治１７年に建立された真言宗の成田

山新勝寺があります。この周辺は渡辺農場のあった所

です。その境内に渡辺農場謝恩碑が建っています。碑

石の高さは２７０ｃｍです。大田原市教育委員会編纂の

「大田原の記念碑」の３番目に載っていますので紹介し

ます。

《渡辺農場謝恩碑》碑文

子爵渡辺千冬閣下篆額

渡辺農場ハ其ノ大半西ケ原ト偁シ所謂那須野原ノ西部

荒夢ノ地タリシカ大田原地方有志者初メテ其ノ開墾ニ着

手セリ明治二十四年先代子爵渡辺國武閣下之ヲ買収

着々開發ニ意ヲ注カル爾来幾星霜常ニ小作人ニ對スル

ニ温情ヲ以テシ撫已ムコトナシ現場主千冬閣下亦先代ノ

遺志ヲ繼キ鋭意農場ノ改善ニ力ヲ致サル小作人等亦渡

辺家ニ對シ深ク景慕ノ念ヲ抱キテ茲ニ三十有余未タ嘗ニ

物誠ニ生セキコトナカリキ而シテ又会該農場管理者トシ

テ予一人アリ岩本末吉氏其ノ人ナリ氏ハ信州諏訪ニ生

ル幼ニシテ渡邊家ニ仕ヘ長スルニ及ヒテ益々國武閣下

ノ信任厚シ該管理者トナルヤ拮据經營一身以テ其ノ任ノ

當リ農場ノ今日アルハ蓋シ同氏ニ負フトコロ實ニ大ナル

モノアリ昭和十年千冬閣下時勢ノ推移ニ鑑ミ自作農創設

ノ意アリ乃チ岩本氏父子及栃木縣小作官補富田正作等

其ノ意ヲ受ケ往復斡旋遂ニ其ノ企圖ヲ全フスルニ至レリ

而シテ閣下ハ小作人等ノ堅實ナル發展ヲ熱望セラレ多

額ノ肥料資金並ニ共同耕作地ヲ恵與セラレタリ茲ニ於テ

カ渡邊家累代ノ殊遇ニ接タル小作人一同感激措ク能ハ

ス碑を建テ以テ高恩ヲ千載ニ傳ヘ且ツ其ノ子孫ヲシテ永

ク其ノ恩澤ニ浴セシメ克ク和衷協力他日ノ大成ヲ期セシ

メ以テ其ノ報恩ノ實を擧けセシメントス余亦大ニ其ノ美擧

に感スルトコロアリ乃チ乞ニ従ヒテ其ノ梗概ヲ叙スルコト

爾 昭和十四年正六勲六等渡邊喝山撰文並書。

もう一つは、同書２９番目に記載されている無辺洞公園

碑です。大田原城址のかつての坂下門を通り、本丸の

入口付近に、大きな石碑が建っています。無辺洞公園碑

です。碑石の高さは２８０ｃｍあります。資料太田原の記

念碑には「竜城公園は大田原城址である。その地が渡

辺國武の所有となっていたが、これを町に寄付した。よ

ってこれを公園とし、國武の号無辺洞をとって公園の名

称とした。由を記したものである」と記されてあります。

《碑文》無辺洞公園碑

大田原町長益子万吉篆額

大田原ハモト前室村ト偁シ僅カ二十数戸ノ寒村デアッタ

ガ今ヨリ五百八十余年前即チ北朝ノ明徳年間ニ大俵康

清ガ武蔵国府中ヨリ来タリソノ世襲ノ地狩野邑五千貫ヲ

領シ今ノ町島ナル水口ニ館ヲ構ヘタソノ後天文十四年五

世ノ孫資清ニ至リ地ヲ前室ニ相シ城郭を築キ城下町ヲ創

設シテ村名ヲ大田原ト改メタ爾来四百余年奥州街道ノ主

要ナ宿駅トシテ今日の繁栄ヲ来シタ明治四年二十八世

一清ニ至り廃藩置県ト共ニ居城ハ廃址トナッタガ十九年
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ニ長野縣諏訪ノ人故渡辺国武氏ノ所有に帰シタ同氏ハ

無辺洞ト號シ博学多識ツトニ大蔵大臣ニ任シテ令名アリ

嘗テ大田原町字深川西二百余町歩ノ地ヲ購ヒ開拓ニ従

事シ那須野ケ原開発ノ先駆者トナラレタ昭和十二年ニ至

リ仝国武氏ノ嗣子千冬氏ハ時世ニ鑑ミ農地を解放シテ自

作農創設ノ端ヲ啓キ且旧城址ヲ當町ニ寄附セラレタノデ

アル是ニ於イテ當局者ハ町議会ト相謀リ氏ノ意ヲ体シテ

公園トナシ国武氏ノ雅号ヲ因ミ無辺洞公園ト名ヅケ茲ニ

記念碑ヲ建テ渡邊氏ノ功徳ヲ永遠ニ傳ヘルコトトシタ 人

見傳蔵撰文 中学校長黒尾東一書

昭和二十七年十月 大田原町建之。

（以下次号）

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

「これほど自分の子どもたちをかわいがる人々を見たこ

とはありません。だっこやおんぶをしたり、手をつないで

歩いたり、…(中略)。他人の子どもに対してもそれ相応

にかわいがり、世話を焼きます。父親も母親も子どもを

自慢しています。毎期６時に１２人から１４人の男が低い

塀に腰をかけ、２歳以下の子どもを抱いてあやしたり遊

んでやったりして、その子の発育のよさと利口さを見せ

びらかしているのを見るのはとても愉快です」

「わたしは学校のない地域では子どもたちは教育を受

けないままになっていると思っていましたが、それはま

ちがいでした。これまで私が休憩を取ったほかのいくつ

かの村落もそうでしたが、主な住民が子どもたちに勉強

を教えてくれる若い男を確保し、ある者は衣服を、べつ

のある者は住まいと食事を提供します.それより貧しい

人々は月謝を払い、最も貧しい人々は無料で子どもたち

に教育を受けさせられるのです。これは良くある習慣の

ようです」

イザベラ·バード「日本紀行」(1880年)

もう３０年も前になるだろうか、アジア学院の元校長で

本学園の理事である菊地創さんが、アジア学院の図書

室には貴重で面白い本があると紹介してくれたのが、前

掲のイザベラ・バードの本です。今は日本語訳やコミック

にもなっています。この文章は全国認定こども園協会の

研修の一コマ山崎史朗さんの「人口減少と社会保障」の

資料で紹介されていた一部を引用したものです。明治初

期の様子なので江戸時代の末期もこのような様子であ

ったかと推測する次第ですが、子育てにはとても素晴ら

しい地域の環境であると思います。約 140 年も前に、地

域の大人達が英知を出し合い協力して、地域のどの子

どもにも同じ教育の機会を提供していたことを考えると、

今の私たちも学ぶことが大きいと考えます。先人達の知

恵を活かし、この園が今後も子どものための施設として、

十分その責務を果たせるように努力していきます。

(しらゆり 20187.13)

ＹＭＣＡだより

６月Ｙキッズ活動報告

Ｙキッズは活動の立案や下見、時間の流れを考えるなど

那須ＹＭＣＡのリーダーたちが中心になり、行っている定

例野外の活動です。今年度第２回目活動は、６月１０日

に森林公園に行きました！

今回は焼きマシュマロや焼きビー玉、焼き板作りなどを

行ったり、子ども総合科学館の見学をして子どもだけで

なく、リーダーも楽しんでいました。

「第１３回とちぎＹＭＣＡインターナショナルチャリティーラ

ン２０１８」のご報告

毎年会場としている栃木県総合運動公園陸上競技場

が改装のためで使用できず、今年は「道の駅うつのみ

や・ろまんちっく村・にぎわい広場」にて開催いたしました。

たすきリレー５６チーム、スタンプラリー参加者１３５人・

スタッフ、ボランティア３２５人の総勢９９４人の参加があ

りました。会場がコンパクトになった分、参加者同士の〝

距離〟が近く感じられ、ＹＭＣＡスローガン通り『みつか

る、つながる、よくなっていく』大会になったものと感じま

した。

また、那須 YM CA からは１０名のリーダーが参加しまし

た。代走者として走ったり、ランナーの誘導など大会運
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営のサポートをしたりと一人一人が充実した時を持つこ

とが出来ました。また恒例となった那須ワイズの「シイタ

ケ・コンブ販売」も行い、そのお手伝いも行いました。

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寺島 菜月（ぷりん）

②国際医療福祉大学保健

医療学部放射線・情報科学

学科

③福島県(相馬市)

④ポスター？貼り紙？を見

て、１回説明会に参加して

面白そうだなと思ったから

⑤全部！子供たちと遊ぶのは後でバキバキになるけど、

心はとても癒された！

⑥まだ考えてないです

⑦これからもよろしくお願いします！！

①三友のぞみ(ぐり)

②国際医療福祉大学薬

学部

③栃木県

④ボランティアをしたかっ

たから

⑤キャンプファイアー、初めての経験で、とても楽しかっ

たから！！

⑥薬剤師

⑦頑張ります！

会計より会費の納入をお願いします。

編集後記

・ブリテン発行が、前月号に引き続き遅れてしまい申し訳

ありません。皆さんより原稿は、早くいただいたのに遅く

なってしまい申し訳ありません。

・関東地域では、６月末に梅雨明け。梅雨の末期の集中

豪雨もなく良かったと思っていたところ、西日本での大き

な集中豪雨。広範囲での被害の大きさに驚くばかりです。

被害にあわれた方々に神の平安と慰めがありますよう

に祈ります。一日も早い復興を願います。

・西日本区の多くの仲間たちも心を痛め、ボランティア活

動に参加していることでしょう。私たちの出来ることは、

募金活動と支援活動に参加することです。ご協力をお願

いします。

・とちぎＹＭＣＡでは、西日本集中豪雨に対する緊急募金

活動が始められています。皆様のご協力をお願いしま

す。

・記録的な猛暑、那須地域は避暑地でありながら連日３

０度超える猛暑です。体調管理に充分な注意しましょう。
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   標語： 地域につなげ那須ワイズ

第二例会日 司会 東日本区 北東部 ブリテン 　　　　　　　　備　　　　　考

第一例会日 聖句 例  会  内  容 月間テーマ 月間テーマ 出筆担当

7 　　5日（水） 田村 半年報　７／１０まで 河野

１３日（金） キックオフ　　年間計画（河野） キックオフ・YM C Aサービス・A S F・R B M 第１回評議会７/28仙台

8 　１０日（金） 鈴木 前期会費納入(８／１５） 田村

２５日(土） キャンプ場下見・納涼例会 　　ＣＳ

9 　7日（金） 田村 北東部会参加　 ユースボランティア・リーダーズ・フォーラム 村田

２１日（金） 日本の文化に触れる（茶道Ⅱ） ユース 北東部会　９／22　（土）　仙台 仙台クラブ70周年記念祝会

10 　5日（金） ＥМＣ／Ｅ・ＹＥＳ 藤生

13,14（土日） アジア学院収穫感謝日参加 13日〈土〉～14日（日）ＡＲＩ

２７(土) 那須街道赤松林植樹（オオタカ保護基金と）

11 　２日(金） 河野 ワイズ理解・ファミリーファスト（１１／１０ワイズデー） 第２回評議会１１/17 　宇都宮 原田

２３日(金） 講話（高齢者の活用できる制度について）

12 11.30日(金） 村田 ８・祈りの鐘 村田

1４日(金） クリスマス例会　 ＥＭＣ／ＭＥ

1 　５日(土） 鈴木 次期役員研修会（東京） 半年報送付１／１０まで 鈴木

２５日金） 新年例会　 ＩＢＣ／ＤＢＣ

2 １日(金） 河野 後期会費納入・各種献金納期（２／１５） 河野

2２日(金） 講話（訪問看護と訪問介護） ＴＯＦ

3 １日(金） 原田 ３．１１行事 次期会長研修会　２ー３ 原田

２2日(金） リーダー報告会 ＢＦ・メネット

4 　５日（金） 河野 田村

２６日（金） 植樹活動 ＬＴ 第３回評議会　４/20

5 10日（金） 藤生 那須ＹⅯⅭＡ総会出席 藤生

２４日(金） 平山 奉仕活動 ＥＦ／ＪＥＦ

6 　１日(土） 村田 東日本区大会及びチャリティランへの参加 第２２回東日本区大会６/1.2(土日） 鈴木

2１日金） 役員引継ぎ、新年度に向けて懇談会 評価

○クラブ役員

役員会：第1金曜日 ・会　長　　河野順子　0287-22-5380 　　・ブリテン 　村田　榮　090-9095-4035　　田村修也　090-５545-6763

例　会：第４金曜日 ・副会長　 村田榮　0287-77-3103 　　・地域奉仕　田村修也  村田　榮

・副会長 　田村修也　0287-36-1993 　　・会員増強　　原田時近　0287-45-1544、090-1127-0524

・書　記　　藤生　強　090-2403-4212 　　・ユース　　藤生　強　028-665-4513　（平山雄大　090-4834-3736）

・会　計　　村田　榮　090-9095-4035 　　・担当主事　藤生強　　028‐667‐9258

・副会計　 鈴木保江　0287-43-0183 　　・国際交流　　河野順子　　090－1997－2077

※那須ワイズの18－19年度の活動計画を作成いたしました。那須ワイズの特色ある活動を継続して地域に働きかけながら会員増強に努めましょう。

③AR I-KG /エルムとの連携　　④ブリテン活用

*北東部活動方針

①YM C Aを支えよう　　　②部内のクラブと合同例会を　　　③幅広く人を支えよう

 １8 －１9年度  那須ワイズメンズクラブ年間計画

月

藤生・平山

①　他クラブとの交流促進　②ゲストとの交流を大切にする 那須Yとの連携促進

⑤シイタケコンブの取り扱い　⑥聖園那須老人ホームへの奉仕


