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６月第１例会（蟇
ひき

沼
ぬま

用水
ようすい

探訪） 

日時：６月１９日（土）午前９時３０分～ 

場所：河野会長宅前の道路に集合（大田原市城山２丁目）

内容：蟇沼用水の最後の地点より遡り、那須疎水との接

点から用水の引き込み口まで探訪。参加者は、１５日(火)

までに河野会長（0287-22-5380）に連絡。小雨決行。中

止の場合は連絡する。 

コロナ対策として、検温を行います。 

持参物：お茶、弁当（近くのコンビニにて購入）、散策に

適したシューズ、雨具 

案内：田村 修也副会長 

 

蟇沼用水は、蛇尾川(さびがわ)の上流、大蛇尾川と小蛇

尾川の合流地点のすぐ下より取水し、蟇沼から西那須野

地区を経て大田原市に至る延長約２０キロメートルの用

水である。慶長年間(１５９６～１６１５)に蟇沼ほか４

か村(折戸(おりど)・上横林(かみよこばやし)・横林(よ

こばやし)・接骨木(にわとこ))の自普請(じふしん)によ

って開かれたもので、当初は「接骨木堀」と呼ばれてい

た。水量が少なく、飲用水として利用されていたと言わ

れる。 

その後石林まで延長され、「蟇沼堀」と呼ばれるようにな

り、さらに、明和８年(１７７１)には、大田原藩によっ

て大田原城下まで延長された。これ以降、大田原藩の規

制下におかれ、大田原用水とも御用堀とも呼ばれるよう

になった。天明年間(１７８１～８９)ならびに明治３３

年（１９００）に大改修が行なわれ、今日なお清流が流

れて水田をうるおしている。 

今月の聖句 

この自由を得るために、キリストはわたしたちを自由の

身にしてくださったのです。だから、しっかりしなさい。 

奴隷の軛に二度とつながれてはなりません。 

ガラテヤの信徒への手紙５：１ 

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 
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NETWORK NASU 
ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ  １９９５ 

２０２０～２０２１年度  №２５８ 

強調月間：評価 

 

    

６ 月報 

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 028-624-248 

・７月第２例会（役員会） 

日時：７月２日（金）午後４時００分から 

場所：田村メン宅 

 

・７月第１例会（入会式・年度計画） 

日時：７月２４日（土） 

内容：入会式・年度報告と計画 

場所：那須ＹＭＣＡ 

５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 

 

 

６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 
薔薇の花 

会長 河野 順子 
この原稿を６月２日に書いている。今日は薔薇の日だそう。６は「ロー」・２は「ズ」だそうだ。我が

家のバラは約３０本中、半分は盛りを過ぎたところでこれからは黄色･白・一本に１～２個しか咲かない難

しい赤の出番になって来そうだ。 
皆さんの中でもバラ作りをされている方は多くおられると思う。私もその中の一人として講釈をさせて

頂こう。バラ作りは難しいと言われるが意外と夏にも冬にもバラは強い。剪定もせず､薬も使わず背丈が高

くなって葉に病気が出ていても春になると咲いているバラを見かけることがある。 
ただ、きれいな形で咲かせるのには手入れが必要だ。バラそのものを美しく咲かせるには手がかかる。

基本は真冬と真夏に①有機肥料を施すこと②剪定をすることにあり、年間絶やさず（期間の長短はあるが）

殺虫殺菌剤を噴霧することにある。きれいな花を咲かせるには、葉が命である。 
華やかな美しさ・すばらしい香りは人に愛され、やっかいな棘さえバラの魅力とされている。 

バラの色の花言葉では、赤いバラは「情熱」、白いバラは「純潔」、ピンクのバラは「気品」、黄色いバ

ラは「嫉妬」の言葉があるのでご注意。本数にも花言葉がある。１本は「ひとめぼれ」、２本は「この世

界は二人だけのもの」、３本は「告白」だそう。 
バラには、いろいろの名前が付いている。原種でも２００種あるという。歴史も栽培原種を基にオール

ド・ガーデン・ローズ現代バラに至る８００種位あるそうだ。花も名前も気にいっているのは、「マダム

バタフライ」、「イングリッドバーグマン」､「クリスチャンディオール」、「シャルルマルラン」、「マ

ルコポーロ」等々。お気づきのとおり、剣弁咲きが多い。 
東京の古河庭園には、毎年鑑賞に行った。昨年と今年は残念ながら

叶わない。大正ロマンの建物と合致している。そのようにはいかな

くても、自宅で友人とバラを眺めながら､紅茶を頂いているときは､

贅沢な時間である。２０２０年～２０２１年の最後の期であること

を頭の隅に置き、コロナ禍を忘れられるひとときでもある。子育て

の終わった今、手をかければかけるだけ応えてくれるバラ作りは、

秋にも澄んだ美しい花を咲かせたいと思っている。満開の過ぎた花

でポプリにし、エッセンシャルオイルを含めて香りを楽しんでいる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月植樹例会 2021.5.22 那須街道赤松美林 
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５月第１(植樹)例会報告 

報告者 副会長 田村 修也 

日 時：５月２２日（土）午前１０時～ 

場 所：那須街道赤松美林駐車場 

参加者：河野、田村、鈴木、村田の各メンバー。 

ゲスト：山田メン（宇都宮クラブ）、田村ファミリー、

赤坂ご夫妻、長嶋、河野メンの知人、営林署職員。 

５月例会は恒例の那須街道赤松林の植樹活動であ

った。何時もですとゴールデンウイークである４月

２９日から５月の連休の間に実施していたが、今年

は諸事情で５月２２日の土曜日の実施となった。那

須街道の赤松林は、昭和天皇がこよなく愛された赤

松林で、御用列車が黒磯駅に到着すると駅舎の迎賓

室で休まれた後、車で旧４号線に出て、那珂川に架

かる晩翠橋という名橋を渡るとすぐに左折をして那

須高原に向かう直線コースに入る。その晩翠橋を渡

ると、すぐに日光国立公園の那須の玄関口となって

我々を日常生活から別世界へのタイムトンネルのよ

うに迎えてくれるのである。 

この赤松林は、現在は保健保安林として大切に管

理されて、林内には１万歩の遊歩道が整備されてい

て、地域の方々の憩いの場となっている。延長約２

㎞、総面積７９haで８０年生から１００年生の赤松

を主体とした素晴らしい景観である。明治３４年に

旧宮内庁の御用林となった。昭和５０年頃から本県

にもマツノザイセンチュウによる被害が激しくなっ

て、高齢樹から被害を受けて行った。そのため、現

在では８千本にまで減少してきているため、那須ワ

イズは１０年以上にわたって、国有林の協力と指導

によって後継樹の植栽を春と秋に実施して来ている。 

何時も参加してくれている黒磯のガールスカウト

の参加はコロナ禍と実施日程調整が遅れたため活動

との調整がつか

ず不参加となっ

たが、メーキャ

ップやゲストを

含めて２０名が

参加して、小雨

の中、種の保存

のため当赤松林

から採取した種で育成された３年生の苗を植付した。 

植付後は、有志で那須疏水の那珂川からの取水口

を探訪し、良き交わりの時を持った。ゲストも次回

もぜひ参加したいと感想を、述べてくれた。たまた

ま同じ那珂川の川辺で那須観光振興に取り組んでい

る那須コスチューム旅館のキャンペーン撮影チーム

と出会った。非日常的なコスチュームを着た若い女

性が二人居て、その時は何の撮影か分からなかった

が、翌日の１８時３０分からの栃木ニュースで紹介

されていたので、それだと分かった次第である。思

いがけないプラスワンであった。 

 

６月第２例会（役員会）報告 

日 時：６月２日（金）午後４時３０分～ 

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、平山

主事 

協議事項 

１．５月例会を振り返って 

小雨の中での実施。ガールスカウトの参加がなく

残念。初めての参加者もあった。秋は、オオタカ基

金の主催される植樹会に参加。 

２．塩谷キャンプ場について 

 ６月９日午後１時過ぎより、塩谷町を訪問し、町

長にあいさつ。とちぎＹＭＣＡの鷹箸理事長と塩澤

総主事。那須ワイズからは、河野会長、田村副会長、

村田副会長で訪問する。その後、キャンプ場を視察。

都合が合えば、原田メン宅を訪問。 

３．６月例会について 

蟇沼（ひきぬま）探索。９時３０分に河野宅の前

に集合。車に同乗し、移動。昼食は、コンビニで買

う。持ち物としては、お茶、散策に適したシューズ。

小雨決行。前日に決定。 

４．７月役員会（第２例会）について 

７月２日（金）午後４時３０分から、田村ワイズ

宅にて開催する。 

５．７月第１例会について 

 担当主事の交代。平山主事の入会式。年度報告と

年度計画。入会式の準備は村田会計が行う。場所と

時間は那須ＹＭＣＡで午後６時３０分開始。食事は

なし。リーダーの参加。その他ゲスト。 

６．次年度の人事について 

継続とし、担当主事のみ変更。書記は藤生主事。 

７．卒業リーダーの確認 

男子１名。女子２名。ワイズとして、卒業記念品

を贈る。 

 

旧西那須野（那須西原）の緑と水（第９８回） 

田村修也 

 本社事業関係の功労者へ賞与 

明治２０年３月７日東京星ケ岡株主総会の決議に基

き本社規則第９章第２９条に依り有功労者４名へ左

の書面を付して邸地を贈与せり 

 貴殿儀当社創業以来厚ク御尽力被下其功労不少ニ

付報酬ノ為株主一同ノ名義ヲ以テ第 番地邸地何町

歩差進候條永ク御所有相成度候也 

   明治２０年３月７日 
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             那須開墾社 

一、反別十町歩  印南 丈作殿 

一、反別十町歩  矢板  武殿 

一、反別五町歩  安生順四郎殿 

一、反別五町歩  田代荒次郎殿 

明治２１年１月３１日東京星ケ岡株主総会の決議に

依り創立以来本社事業に従事し特に功労あるものに

対し左の通り賞与せり 

 一、反別五町歩    斎藤半次郎 

 一、同 五町歩    安藤 治輔 

 一、同 参町五反歩  吉田 孝助 

 一、同 参町五反歩  品川貞之進 

 一、同 二町五反歩  松本 忠吾 

明治２１年１月７日病没したる社長印南丈作氏へ同

１月２１日株主総会の決議に依り左の金圓を贈与せ

り 

 一金参百圓   追 金 

 一金弐百圓   建碑料 

明治２４年３月１７日株主総会の決議に依り本社創

設以来社業に尽力せられたる功績不少に付左の通り

贈与せり 

 一、反別五町歩  吉田市十郎殿 

明治２５年３月３０日株主総会の決議に依り本社創

設の際尽力せし功績に依り左の通り賞与せり 

 一、反別弐町歩  坂本将作 

明治２７年解社に際し慰労報酬として社長矢板 武

へ金参百圓を贈与せり 

明治３９年１２月５日星ケ岡記念会の決議に依り矢

板 武が那須野ケ原開荒に付参拾余年間終始一日の

如く尽力せし労に酬ゆる為元株主共有金の内より壹

千参百六拾圓を贈与せり。※この那須開墾誌は、こ

の後、開墾余禄として、神社仏閣の建立、西那須野

勧業基本金寄附、那須野記念碑、そして最後に、「明

治４１年５月於塩原客舎 矢板 武」で閉じられて

います。 

 成業式の際、矢板 武社長が来賓各位からの祝辞

に応えて行った答辞を探しておりましたが、なかな

か見つかりませんでした。この度、昭和３８年４月

１日付けで発行された、戦後第１回民選町長となっ

た田嶋 董原著による「西那須野町史」の中に掲載

してあるのを見つけました。９６回で記載出来ませ

んでしたので、ここで紹介させて頂きます。 

「矢板社長の答辞」維歳明治２７年本月本日をトし、

那須開墾社終結の祝意を表せんがため、当烏森丘上

に於て、聊か廉宴を張り、本社に因ある諸君の光臨

を請い、従来該事業を賛助せられたる厚恩の万一に

酬えんとす。然るに、佐藤本県知事公閣下、貴紳諸

公を始め、有志諸君の光臨を辱うし、懇篤過分なる

祝辞を以ってせらっる。不肖武の光栄と欣喜と豈何

を以ってか之に加えん。 

 回顧すれば、当那須開墾の事業たる、明治１３年

の創始にして、今を去る１０有余年の昔日なり、当

時は、啻に茫々たる荒原にして、一樹一水も見ず、

年々焼土に帰し有志の常に慨嘆する所なりしも、時

勢のしからしむところ僅々十有余年にして、開墾疏

水、植民、牧畜、植樹、等の事業各所に勃興し今や

東西両原至る処村落をなすに至れり、本社又その一

つに居り、予期の事業茲に終るを以って、客年１２

月尽日、本社を解散するに当り、株主各自の土地を

分派し、移住者へ予約の土地所有権を分与し、加之、

神仏学校役場等の敷地小学校維持の資金、凶荒予備

元資金、農書若干部を併せ贈与し、西那須野村永遠

の福利を増進せしめんことを希図す。宜しくこの意

を体し、拮据精励農桑の業に従い各自の資産を固う

し上は聖恩に奉報、下は本社の意志に背かざらんこ

とを望む、一言以って答辞に換ふ。 

明治２７年５月６日 

旧那須開墾社社長 矢板 武 

式終って祝宴が開かれ余興には競馬、撃剣、角力、

煙火、白鍬踊などがあって来客者歓を尽くし那須野

の万歳を唱えて散会した。   （以下次号へ続く） 

 

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 

 西那須野教会牧師潘先生、アジア学院の獣医ジー

ルさん、そして、太和田哲郎さんが２６日に大きい

羊の爪を削蹄と炎症の治療をして下さいました。野

生の羊であれば、本来岩場や草原を移動しながらの

生活なので爪は自然に削れ、敢えて爪を切る必要は

ないと考えます。ウサギも一羽治療中です。獣医さ

んによると、ペットのウサギが食べるものは柔らか

い野菜中心ですので、歯が摩耗せず伸びすぎで口の

中を傷つけているとのことです。現在はその対策と

して堅い乾燥チモシーを与えています。 

 子ども達の日常生活にとって、動物がいることは

とても大切です。私たちも動物に異変があれば直ぐ

に対応しています。子ども達が病気のまま放置され

ている動物を目にすれば、動物虐待の教育になりか

ねないからです。 

 以前、「先生、ウサギが動かない」と言ってきた

子がいました。ケージを開けると朝は生きていたウ
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サギが亡くなっていました。他の子も集まって来ま

した。まだぬくもりのあるウサギを抱き上げたその

子は、「何で死んだの」と私に聞きました。「よく

見てご覧、ウサギの胸のところに赤い血が滲んでい

るよね。皮膚にガンが出来て死んだのだよ」と伝え

ますと、「ウサギさん、痛かったね。僕のおばあち

ゃんもガンで死んだんだ」といい、遊び着にウサギ

の血が付くことも気にせずに強く抱きしめました。 

 マルチン・ブーバーの言葉を借りますと、大人に

とって羊やウサギは、「私(I)とそれ(It)」の関係か

もしれません。しかし、ウサギの亡骸を抱きしめた

子ども、キャベツの葉を羊に食べやすいように手で

持ってあげたり、千切って餌箱に入れたりしている

子ども達は、人間だけでなく動物も、「私(I)とあな

た(You)」という対等な人格関係であることを教えて

くれています。 

 子ども達は、私たち大人に、「私(I)とあなた(You)」

という人と人との関係の回復だけではなく、地球上

の多様性な生命体への畏敬の念を、自らの行動をも

って示してくれています。 

        (しらゆり2021.5.28加筆修正) 

 

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 

養護老人ホーム 聖園那須老人ホーム 

施設長 薄井高宏 

しとしとと、雨脚に耳を傾ける今日この頃、皆様

におかれましては、如何お過ごしでしょうか。 

 現在緊、急事態宣言も延長となり、東京オリン

ピックの開催については、皆様それぞれに思うとこ

ろがある事と思いますが、もし、開催されるならば、

新型コロナウィルスの感染防止対策を十分に行い、

「蔓延に一役買ってしまった。」とならないように

祈るばかりです。 

 政府としましても、ワクチンの接種をいち早く

進める為に、やっきになっているようですが、聖園

那須老人ホームでは、５月末までに２回目の接種も

終え、やっと一息ついている状態です。栃木県内の

高齢者施設クラスターの増加と重傷者を増やさない

為の措置として、優先順位が高く設定された事は、

感謝の念に堪えません。幸いにも、２回目の接種後

も、アナフィラキシーショックや大きな副反応によ

る重傷者を出すこともなく過ごされていますが、１

回目よりも２回目の方が、副反応の訴えが多少多く、

年齢の若い方の方が顕著に現れていると個人的には

感じました。 

 しかしながら、ワクチンの接種が終わったとは

言え、新型コロナウィルスに感染しない訳ではあり

ません、あくまで重症化しづらくなるとの事ですの

で、自分は、ワクチンを接種したからもう自由にし

ていいという事はなく、自分を起点に媒介者となり、

蔓延させる事のないよう、これまでの対策（三密を

避け、外出、外泊、面会の禁止と感染経路遮断の対

応）を変わらずに続けていく事としています。 

 皆様におかれましては、これまで同様の対応と

なり、ご不便をお掛け致しますが、これまでと変わ

らぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

タオル寄付のお願い 

  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。 

 ・まとまった数が集まる場合は（距離によって

ですが）、お引き取りに伺います。 

 ・その他お問合せは、 電話番号 ０２８７－

７２－０８０９ までお願い致します。 

 

ＹＭＣＡだより 

【とちぎＹＭＣＡサマープログラムが始まりま

す！】 

６月１１日（火）より、サマープログラムの募集受

付が始まります。今年は宿泊キャンプやデイキャン

プで山・川など夏を楽しむ企画が盛りだくさんです。

是非、沢山の方にお誘

い頂きご参加をお待

ちしております！ 

ＷＥＢ受付（予定）：

６/１１（金）１３：

００～ 

【とちぎＹＭＣＡリーダートレーニングを行いまし

た！！】 

５月２３日・３０日の２日に渡ってとちぎＹＭＣＡ

リーダートレーニングを行いました。１回目の２３

日はＹＭＣＡ理解、リーダーの役割とは、対象理解、

グループワーク・コミュニケーション、プログラム
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マネジメントなど

リーダーにとって

基礎となる部分を

学んでいきました。

３０日は災害理解、

安全管理、応急救

護など実際の活動

の中で必要な技術や考え方、ＹＭＣＡの働きについ

て学ぶ時間となりました。参加リーダーは２日合わ

せて、名の参加となりました。座学のトレーニング

の時間では真剣な表情で話を聞き、ワークの時間に

は笑顔で周りのリーダーと意見交換やコミュニケー

ションをとるなどメリハリを持って参加していまし

た。また、応急救護では那須ワイズメンズクラブの

鈴木保江さんを講師としてお招きし、一時救命措置

や包帯法などを実演・レクチャーしていただきまし

た。サマープログラムに向けて良い弾みとなりまし

た。 

 

【とちぎＹＭＣＡ・那須ＹＭＣＡの６月の予定】 

・６/５（土）  サタデークラブ＠西那須野幼稚園 

クラフト 

・６/１２（土） サタデークラブ＠西那須野幼稚園 

クラフト 

・６/１３（日） ６月Ｙキッズ＠とびやま歴史体験

館・宇都宮ＹＭＣＡ 昔遊び体験 

・６/１９（土） サタデークラブ＠西那須野幼稚園 

科学実験 

・６/２６（土） サタデークラブ＠なかがわ水遊園 

水遊び 

 

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 


