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５月第１例会（那須街道赤松美林植樹例会） 

日時：５月２２日（土）午前１０時～ 

場所：那須街道赤松美林 午前１０時までに那須街道赤

松美林入口の駐車場に集合 

内容：塩那森林管理署指定植林地（２０１９年秋に植樹

した隣地） 

雨天中止（前日に管理署の方と相談のうえ、決定） 

コロナ対策として、検温を行います。 

 

司会 田村 修也副会長

会長挨拶             会長 河野 順子 

塩那森林管理署長挨拶 

記念撮影 

塩那森林管理署の誘導にて植林地に車で移動 

塩那森林管理署の方による、苗木の植樹の仕方について

の指導 

各自にて、植樹 

１１時３０分終了・解散 

その後時間の許す方で、赤松美林の散策、遊歩道の清掃 

又は、那須疎水の見学。 

今月の聖句 

あなたがたは皆、信仰により、キリスト・イエスに結ば

れて神も子なのです。 

 

ガラテヤの信徒への手紙３：２６ 

那須ワイズメンズク

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 ＯＦ ＮＡＳＵ 

NETWORK NASU 
ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ  １９９５ 

２０２０～２０２１年度  №２５７ 

強調月間：ＥＦ 

ＪＥＦ 
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・６月第２例会（役員会） 

日時：６月４日（金）午前１０時００分から 

場所：田村メン宅又は、那須ＹＭＣＡ 

 

・６月第１例会（蟇沼用水地散策） 

日時：６月１９日（土） 

内容：蟇沼（ひきぬま）用水について学ぶ。詳細につい

ては後日連絡 

雨天順延 

４月例会データー（出席率：６０％） 
在籍者 ６名（内 功労会員1名） 例会出席者 ３名 

 

 

５月 Happy Birthday 
なし 

 

クラブ役員 
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  榮・鈴 木 保 江 
担当主事：藤 生  強 
ブリテン：田 村 修 也・村 田  榮 

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！」 

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！」
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巻 頭 言 
とちぎＹＭＣＡと私 

 

 

 

主事 平山 雄大 

 今年度７月より藤生強さんより替わり、那須ワイズ担当主事として働かせていただくことになりまし

た平山雄大（ひらやまたけひろ）と申します。２０１８年度にとちぎＹＭＣＡに入職し那須ＹＭＣＡ担当

となり主事見習いからこの度、那須ワイズ担当主事となりました。 

那須ＹＭＣＡ事業に携わるようになり４年目に入りました。私がＹＭＣＡと関わるようになったのは大

学１年生の春でした。私は保育士・幼稚園教諭を目指していました。そんな中、友人から子どもたちとキ

ャンプに行けるボランティアがあるから行ってみないかということで話を聞きに行き、楽しそうな話ばか

りだったので友人たちと参加することを決めました。そして、キャンプの会議があるということで友人と

共に行こうとしたところ友人たちにキャンプに参加しないと言われ、私１人が参加することになりました。

そこから、毎シーズンキャンプに参加するようになっていきました。初めてのキャンプが終わった後は「も

うキャンプには行かない！」と思っていましたが冬のキャンプでは他のリーダーに誘われ参加し、少し楽

しさを感じました。２年生以降は毎年、毎シーズンキャンプやデイプログラムに参加し、子どもたちや他

県のリーダー、スタッフの方に名前をたくさん呼んで頂き嬉しかったことをよく覚えています。４年間を

通して私はありのままの自分でいていい、受け入れてくれるＹＭＣＡが大好きになりました。 

 大学卒業後は当初とちぎＹＭＣＡスタッフを秘かに希望していましたがご縁が無く母園に就職し、幼

稚園教諭として４年間子どもたちと過ごしてきました。そして、２０１７年にリーダー時代にお世話にな

っていたディレクターからＹＭＣＡスタッフにならないかと誘われました。仕事にも慣れてきたところで

転職すると考えると戸惑いもありましたが新しい場所でチャレンジしてみたいという思いから入職を決め

ました。中途採用ということで最初からプログラムを任され、那須のユース担当にもなり上手くいかない

ことが多くありました。その度にＹＭＣＡに関わる全ての人に助けられ、支えてもらい今日までとちぎＹ

ＭＣＡでスタッフを続けることが出来ました。また、幼稚園教諭時代の経験も活動など子どもたちと関わ

る際には大いに活きておりリーダーから直ぐにスタッフにならず、回り道をして良かったなと今では思っ

ています。 

 今後もとちぎＹＭＣＡに関わる全ての人にスタッフとして何が出来るか、担当主事となりワイズとＹ

ＭＣＡ・リーダーの架け橋となれるよう常に考えながら一日一日を過ごしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那須聖園老人ホーム訪問（タオルの贈呈）2021.4.6 
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４月第１例会（那須聖園老人ホーム訪問） 

報告者 会長 河野 順子 

日 時：４月６日（火）午後１時～ 

場 所：那須聖園老人ホーム 

参加者：河野、田村、村田の各メンバー。 

４月の例会は「奉仕活動」の予定であり、コロナ

禍でできる活動として以下の活動をした。 

４月６日（火）１１時２０分に那須街道松林駐車場

（この地は毎年植樹をするときの集合場所）で待ち

合わせをし、那須街道をひた走りレストランに向か

った。 

「タラゴン２」という小洒落た店にたどり着いた。

まさか、男女３人平均年齢７７歳が入店するとは思

えないような(先入観念か？)雰囲気のなかで、ピザ

と紅茶でランチをした。芽吹き始めた周りの景色を

見ながら５月例会の打ち合わせを行った。またひた

走り、午後１時に「聖園（みその）那須老人ホーム」

（那須町寺子丙 1498－2）に到着した。施設長と前

施設長に迎えられ、奉仕の品、タオル３００本余を

寄贈した。「丁度､品薄になったので購入しなくては

ならないと計画していたところでした。良かったで

す」と言って頂き安堵した次第だった。 

高齢者には､なくてはならないタオル類は必需品で

あるという。多くの方にタオルに余裕があれば保管

して頂き、次回もご寄付を願ってお届けしようと思

った。 

聖園那須老人ホーム：理念 「キリスト教的人間観

に基づき展開」 

名称： 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 

創立： １９７０年～２００８年社会福祉法人聖心

の布教姉妹会 ２００８年～社会福祉法人イースタ

ーヴィレッジが施設母体 

運営母体： カトリックさいたま教区 

定員 ： ５０名 

 

５月第２例会（役員会）報告 

日 時：５月６日（木）午前１０時～ 

場 所：田村副会長宅 

出席者：河野会長、田村副会長、村田副会長、 

協議事項 

１．５月例会について 

５月２２日（土）午前１０時に那須街道松林駐車

場に集合。その後植樹場所に移動。コロナ対策とし

て、植樹後のクラフトは取りやめとする。 

参加者は、１５名程度、ワイズで傷害保険に加入（田

村副会長に依頼）。チラシを作成し、配布。 

２．塩谷キャンプ場について 

 塩谷町を訪問し、町長にあいさつ。町長の都合に

合わせて、とちぎＹＭＣＡの鷹箸理事長と那須ワイ

ズで訪問する。時期としては、５月末。河野会長に

一任。 

３．６月例会について 

新緑の中を散策することで計画する。場所は、蟇沼

（ひきぬま）用水地。詳細については、６月の第２

例会（役員会）にて決定。雨天は、順延。 

４．６月役員会（第２例会）について 

６月４日（木）午前１０時から、田村ワイズ宅又

は、那須ＹＭＣＡにて開催する。 

５．シイタケ昆布の購入について 

 ５月末に注文を行う。個数について、村田のとこ

ろで５月２０日ごろまでに調整をする。 

 

旧西那須野（那須西原）の緑と水（第９７回） 

田村修也 

那須開墾社は明治２６年（１８９３）１１月１６

日、予定よりも２か年早く解散することを内定いた

しました。矢板 武社長が就任してから６年目でし

た。明治２１年以降は、那須開墾社内にはそれぞれ

独自の方法による農場経営が行われるようになって

いました。松方正義さんによる（松方農場）直営の

大農法や矢板 武さんによる（矢板農場）小作制を

とるものなどでした。このように結果的に土地の大

型な所有者や大株主の分立が実現するようになった

ため、那須開墾社の運営の主体性は失われるように

なっていきました。これに加えて、株式会社組織に

関する商法の規定が公布されて、那須開墾社を会社

としてこの商法に適合するようにあらためるために

は、かなり複雑なものがあったために解散の道を取

るようになっていきました。【この商法（旧商法）は

１８９０年４月２６日に公布され、翌年１月１日施

行されました。しかし、経済界の多くは従来の商習

慣と異なるので、急速な施行に不安をいだいたため、

その施行は第１回帝国議会（１８９０年１１月２９

日）で、１８９３年の旧民法施行まで延期され、更

に、第３回帝国議会で旧民法と共に延期され、１８

９９年３月９日公布、６月１６日に施行されまし

た。】解散につきましては、その清算人として矢板 

武さん、斎藤半次郎さん、吉田市十郎さん、荘田平

五郎さんの４名が選出されました。 

那須開墾社解散の届出は明治２６年１２月２８日

に折田平内栃木県知事に提出されました。明けて明

治２７年１月７日は前社長印南丈作さんの７回忌に

あたるところから、常盤が丘の墓前で法要が営まれ

ました。そして、１月３１日まで社員も残務に従事
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しましたが、この日をもって終了いたしました。明

治２７年３月２７日、東京星が岡茶寮において株主

総会が開催され、次のことが決議されました。 

１、神社、仏閣、学校、村役場用地として２町３反

を寄付すること 

１、西那須野村教育基金として金１千円を寄付する

こと  

１、凶荒予備原資金として金２千円を寄付すること 

１、水路開鑿費三百円、水門構造費二百四十円を寄

付すること 

１、功労者に賞与すること、但しその額種目は清算

人の評議によって決すること 

１、有栖川宮御手植松記念碑を建立すること、その

ため金百五十円を支出すること 

１、西那須野村役場に農書を備えるため金五十三円

を寄付すること 

１、成業式を挙行すること、その費用二百五十円支

出すること。 

以上のほか、旧株主をもって永続の記念会を組織し

て、西那須野を見守ろうというものでありました。 

 成業式は、明治２７年（１８９４）５月６日、烏

が森丘上において挙行されました。佐藤栃木県知事、

且方政義伯爵、佐々木高行伯等々の臨席を得て、移

住者５００余名の参加もあって極めて盛大に挙行さ

れました。式は矢板 武社長の事業成績の報告、さ

らに、解散に際して西那須野村へ寄付する土地と金

額が述べられ、諸報告が終わると、来賓各位の祝辞

があり、矢板 武社長はこれに対して答辞を朗読し

て式は終了いたしました。 

 矢板 武さんは、御自身の著書「那須開墾誌」に

おいて、成業式、清算及び成業後の事務、本社事業

関係の功労者へ賞与、開墾余事を記載しております

ので、連載を終了するにあたりまして記載しておき

ます。              （以下次号へ） 

 

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 

 今月ある写真雑誌が突然休刊になりました。昨年

も一誌休刊でした。私は写真雑誌が好きで、学生の

頃から良く購入していたこともあり、楽しみが一つ

減った感じです。 

 一般的に写真は、時間と空間を切り取る作業です。

様々な写真家の社会で直面しているテーマの作品に

よって、私は影響を受けてきました。教育はもちろ

ん、環境、平和、公害、災害、自然、宗教等。先月

号は、東日本大震災から１０年の特集が組まれまし

た。テレビ番組の動画の映像ではなく、それぞれの

現場に１０年間通わないと見えてこない１コマ１コ

マが、私に実に多くのことを語りかけてくれます。

そして、写真は記録としても大切な役割を果たして

います。 

 今、幼児教育に於いても子ども達の成長記録に、

写真や動画を取り入れる実践が行われています。「ド

キュメンテーション」と呼ばれる手法で、ヨーロッ

パやニュージーランドなどのレッジョ・エミリア・

アプローチをしている施設が取り入れています。保

育者が教育的な視点で、子どもの様子を写真で記録

します。その写真付きの成長記録を保育者達が共有

し、振り返り、次の保育に活かします。保護者は、

子どもの成長過程が確認出来、成長の喜び感じるこ

とが出来ます。毎日親が送り迎えするこひつじ保育

園で時々、写真を壁に貼ったりしています。 

 これは私見ですが、ドキュメンテーションという

手法が、移民の多いヨーロッパで普及したのは、言

葉の限界があり、それを補う為の共通語としての写

真があったからと考えます。 

また、子ども達の表情や取り組みの流れの中での成

長をみる上でも、言語の限界を補足するドキュメン

テーションという手法は、本園でも取り入れる試み

や意義は大きいでしょう。まずは、スタッフで学ん

でいきたいと考えます。 

 最後に写真屋さんに「ほめ写」というパンフレッ

トがありました。子どもの写真を飾ることで子ども

の自己肯定感が高まるというもので、篠原菊紀(公立

諏訪東京理科大学教授)、岩立京子 ( 東京学芸大学 

教授)の調査研究結果に基づくものです。皆さんのス

マートホンには沢山のお宝映像があると思います。

家でのお手伝いや何かに挑戦している姿は親にしか

撮れない写真です。是非プリントとして飾ったり、

アルバムに整理され、一緒に見て共有し、コミュニ

ケーションの機会を増やしていただけたらと思いま

す。 

 

アジア学院たより 

学校法人 アジア学院      

アジア農村指導者養成専門学校 

校長 荒川 朋子 

ネパールの卒業生 

コロナ禍はインドで猛威をふるう変異株の広がり

で新たな局面に入った。この現実を実感したのは今
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月１０日に届いたネパールの卒業生Ｔさんの訃報だ

った。この変異種はインドの隣国ネパール、パキス

タンでも急激に広がり始めている。つい数週間前に

笑顔でビデオレターを送ってくれたこの卒業生Ｔさ

ん（５２歳、女性）は、コロナの発症からわずか１

０日間であっという間に亡くなってしまった。 

Ｔさんはアジア学院で同期で共に学んだ日本人の

卒業生Ｍさんと結婚し、以後２人で彼女の実家のあ

るネパールの山間地域で家族や親戚と共に、つつま

しくもその地にしっかりと根をはり、自然に生かさ

れ「豊かに」暮らしていた。夫であるＭさんは、そ

の暮らしぶりや、そこから見える地域の様子、ネパ

ールの変化、世界の影響などを文章にし、日本にい

る友人や支援者に定期的に送っていた。私は彼から

送られてくるそのネパールからの便りを毎回楽しみ

にしているファンの一人で、先日送られてきた便り

がＴさんの訃報だったのだ。 

発症してから亡くなるまでのＴさんの様子や夫婦

のやりとりが、いつものＭさんのおだやかな文体で

綴られていた。文章にはＭさんのＴさんへの愛があ

ふれていて、読み終わった後は涙が止まらなかった。 

アメリカでコロナで亡くなった家族をもつ遺族の

カウンセリングをしているあるカウンセラーから、

コロナ禍ではあまりにも死が早く訪れるため、また

感染予防のために家族が看病で付き添うことができ

ないために、遺族の悲しみは一層深いとういことを

聞いていた。Ｍさんは奥さんのＴさんの最期に寄り

添うことはできたが、だからと言ってそれで悲しみ

の深さが変わるようにも思えなかった。病院にはい

たものの、他の患者と隔離されていただけで治療は

何一つ施されなかった。同じような状況でどれだけ

の人が今最期を迎えているのか、ようやく想像する

ことができるようになった。 

 以下は別のネパールの卒業生からのメールであ

る。この卒業生はヒマラヤの麓の小さな村にいる牧

師である。 

過去に旅して見てきた美しい山々の景色が頭をよ

ぎっては消えています。山を旅する幸せな日々がま

た戻ることを願っています。 

今ネパールはどこも封鎖されています。ハリケー

ンや雹が襲い、コロナの感染者はうなぎのぼりで、

患者は次々に亡くなっています。失業者が増え、飢

餓がはびこり、世界の人口も減るでしょう。私は詩

編91編を思い出しています。今多くの人が神に立ち

返っていると思います。祈って、聖書を読んで、神

との時間を過ごしていると思います。サタンと対峙

し、霊的なつまずき、精神的挫折、世の堕落と闘っ

ています。しかし、たとえ政治的、社会的、経済的、

道徳的な退廃が世界中にはびころうとも、サタンが

勝つことはありません。マタイ２４：１４にある神

のご意志が成就されるからです。（そしてこの御国

の福音は、すべての民に対して証をするために、全

世界に宣べ伝えられるであろう。そしてそれから最

後が来るのである。）だから私たちは賢く準備して

待っていなければなりません。神のご計画はコロナ

で止むことはありません。コロナはこの世に来る以

前に詩編９１編はありました。たった一羽のすずめ

すら神のご意志になしには地に落ちることはないの

です。今世界は偉大な教訓を学んでいます。 

 

薬も医療サービスもない地域に住む彼の言葉に真

実を見た思いでした。 

 

ＹＭＣＡだより 

【新年度のご挨拶】 

日ごろよりＹＭＣＡの諸活動にご理解、ご協力を頂

き感謝申し上げます。新年度（２０２１年度）がス

タートしました。２０２１年度那須ＹＭＣＡに関わ

るスタッフの紹介をさせてください。 

那須ＹＭＣＡ全般：平山 雄大（ひらやま たけひ

ろ・のりしおリーダー） 

※ワイズ担当主事 

※地域活動、西那須野幼稚園委託事業（運動遊び・

サタデークラブ）、 児童野外活動、ユース活動など 

英会話教室：小野寺 温代（おのでら あつよ・で

らっちリーダー）平山 雄大 

英会話教室補助・事務：村上 尚子（むらかみ な

おこ） 

英会話講師：Alex Warren （アレックス） 

英会話講師：Henry Tsue （ヘンリー） 

英会話講師：Charlotte Jane （シャーロット） 

スマイリークラブ：藤生 強（ふじう つよし） 

今年度も引き続きどうぞよろしくお願い申し上げま

す。      那須ＹＭＣＡ 担当スタッフ一同 

 

【とちぎＹＭＣＡ・那須ＹＭＣＡの５月の予定】 

・５/８ （日） サタデークラブ＠西那須野幼稚園 

・５/９ （日） Yキッズ＠みかも山公園 

・５/１３（木） ＹＭＣＡイングリッシュ那須 幼

児クラス体験レッスン 

・５/１４（金） ＹＭＣＡイングリッシュ那須 幼

児クラス体験レッスン 

・５/１５（土） サタデークラブ＠西那須野幼稚園 
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・５/２２（土） サタデークラブ＠八幡山公園 

・５/２９（土） サタデークラブ＠八幡山公園 

・５/２３（日）・５/３０（日） とちぎＹＭＣＡ

リーダートレーニング①＠宇都宮ＹＭＣＡ 

 

ユースリーダーのつぶやき 

 

 

 

 

今月はお休みです。 

 

 

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 


