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６月第１例会（評価・次年度計画） 
日時：６月２４日（金）午後６時～ 

場所：日本基督教団西那須野教会 

内容；コロナが落ち着かない中での、クリスマス例会以

来の対面活動。軽食をいただき（黙食で）その後、１年

の活動を評価・総括し、ユースリーダーとの接点を探り

つつ、次年度の活動の在り方を話し合う。７月の第２例

会を兼ねる。 

 

司会：村田 榮副会長

開会点鍾・挨拶          会長 河野 順子 

ワイズソング斉唱             一 同 

ワイズの信条の斉唱            一 同 

聖書朗読・祈祷             司 会 者 

ゲスト・ビジターの紹介 

食前の感謝            副会長 田村修也 

会食（黙食） 

話し合い 

活動の評価・総括、次年度計画について 

その他 

ＹＭＣＡ報告 

ワイズ報告 

ＹＭＣＡの歌 

閉会挨拶・点鐘          会長 河野 順子 

 

会費 １，０００円 

参加希望者は準備の都合がありますので、６月２２日ま

でに河野会長（090-1997-2077９まで連絡してください。

今月の聖句 

神よ、わたしを憐れんでください。わたしは人に踏みに

じられています。(中略）陥れようとするものが、絶え

ることなくわたしを踏みにじります。詩編５６：２，３ 

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 Ⅲ 

 
ＴＨＥ Ｙ‘Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ ＮＡＳＵ 

NETWORK NASU 
ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ  １９９５ 

２０２１～２０２２年度  №２７０ 

強調月間：ＹＭＣＡリエゾン 

ＩＢＣ・評価 

   次年度計画 

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：６月２４日（金）午後６時から 

場所：西那須野教会 

 必要であれば、７月１日（金）午後４時30分から 

 

・７月第１例会（キックオフ例会） 

日時：７月２２日（金）午後６時３０分～ 

場所：西那須野教会 

５月例会データー（出席率：８５.７％） 
在籍者 ７名 

出席者 ３名 メーキャップ ３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：平 山 雄 大 
ブリテン：田 村 修 也・村 田  榮 

２０２１～２０２２年度 主題 
国際会長：(ＩＰ) サム・サンテェ(韓国） 

「世界とともにワイズメン」 

アジア太平洋地域会長：(ＡＰ） 大野 勉(神戸ポート) 

「１００年を超えて変革しよう」 

東日本区理事：（ＲＤ） 大久保 知宏（宇都宮） 

「私たちは次の世代のために何ができるのか？」

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 
鈴木 保江 

子育て奮闘記たぶん１６弾 
 
２番目の子、光の最近は、まったくもって変わらないのがゲームですが。話しかげると少し返事をして

くれますが、結構上の空です。なんか大人になっていく感じ。 
光の通う中学校は運動会があります。昨年は午前のみの運動会でした、今年も運動会は午前中のみでお

弁当の準備がないのはいいのですが、出店が出て買うのも楽しみでもあったので少し残念です。コロナ禍

で出店もなく静かなものです。暑い日に行われた時は、たくさんの人が並んで、いつもお弁当よりも先に

レインボーアイスを食べに行くほどです｡運動会が終わった後にそのレインボーアイスを買いに行き、同

級生に配り「やっぱ運動会のしめはアイスでしょう」と気分を盛り上げています。 
皆さん、栃木にレインボーアイスというものがあるのをご存じですか？ちなみに、レインボーアイスを

売っている店は、隣町さくら市の駅近くにお店があります。栃木に来た際は寄ってみてください。 
 
お兄ちゃん、高校３年生。大学に行くと言ってますが、前回の試験で順位はクラス最下位近く。これま

た、まったくもって「やる気」はどこにです。確か、その試験の直前は「本気でやる」と言い友遠の家に

泊まっていました。何の本気だったのでしょう。で、今回は結構頑張っていました。結果が楽しみです。 
部活は、なかなか試合には出られないのですが、早朝練習があるときは自分で５時半に起きて出かけて

ます。両親は応援だけしかできないですね。見守ることも大変ですが、子供たちが白分で考えて行動でき

るようになってほしいものです。 
修学旅行が中止になり、遠足で東京のクルージングに参加しています。テーブルマナーはいかに。お土

産は、特別に言いませんでしたが、実家にも買ってくるようになり、お世話になったことを覚えているの

でしょうか、成長を感じました。 
今後も成長がみられ皆様にも成長の記録も報告をできることを願っています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月（植樹）例会 於；那須街道赤松美林 2022.05.28 
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５月第１（植樹）例会報告 
日時：５月２８日（土）午前１０時～ 

場所：那須街道赤松美林 

出席者：河野、村田、張の各メンバー、黒磯ガール

スカウト、吉田さんご夫妻、塩那森林管理署職員他

２４名 

報告：河野会長 

前夜、一日中栃木県北は風と雨に会い、夕方、陽

が差したかた思ったら夜にはまた、叩きつけるよう

な雨だった。５月２８日（土)の朝は晴天。午前１

０時いつもの那須街道赤松林美駐車場に集合した。

大人１５名、子供５名（ガールスカウト）の参加、

林野庁塩那森林管理署職員３名で作業となった。 

はじめに指導

官から説明を頂

いた。遺伝種子

でまかなってい

る関係で他所か

らの種や苗でな

く､この地の種

子を大事に蒔いて、３年かけた苗がこの日の植え付

けに使用されるということ。この赤松の遺伝子を大

事にしていることに驚いた。昨年植えた松は､結構

成長してきている。今日は１５０本ほどを植え付け

た。 

年 間 ８ ０

０本を植え

付けている

そうで那須

ワイズクラ

ブでは、秋に

も植樹に参加しているので自然環境保護には､少し

のお役に立っているのかもしれない。１時間余で１

５０本の植え付けは終了し、爽やかな風と濃淡多色

の緑に囲まれて、それぞれ心地良いひとときを過ご

し無事に終了した。本来なら、この後に木工芸･木

工作を楽しんだが、まだその時期でない。さらに今

回、ガールスカウトの小学生が運動会で多くが欠席

だった。 

次年度は、５月第２週の土曜日に管理署にお願い

した。 

昭和天皇がこよなく愛されたといわれる赤松美

林、敬宮愛子内親王のご誕生を記念して、苗木植樹

が行われているこの地の赤松を絶やさないよう、こ

の活動を続けていきたい。 

５月の薫風を満喫した良き日であった。関心のあ

る方は参加されたい。 

６月第２例会（役員会）報告 

日 時：５月２７日（金）午後４時３０分～ 

場 所：ＺＯＯＭにて開催 

出席者：河野会長、田村副会長、村田副会長、平山

担当主事 

協議事項 

１．５月第１例会について 

５月２８日（土）午前１０時から、２０名の参加で

開催。保険加入、マジックの準備、竹の準備を確認。 

２．今年度の実践振り返りと次年度改革について 

資料に従って、今年度の活動の振り返りを行った。 

ユースリーダーとの交流ができるようにしたいとの

意見が出された。ユースリーダーの方々がワイズに

求めるものを聞きたい。 

３．７月第２例会（役員会）ついて 

６月例会で十分な話し合いができなければ、７月１

日（金）午後４時３０分より、田村副会長宅で行う。

内容は、次年度計画と７月例会について。 

４．６月例会について 

６月２４日（金）午後６時から西那須野教会で例会

を行う。内容は、役員引き継ぎ、今年度の評価と次

年度計画、その他。軽食をとる。 

５．７月例会について 

７月２２日（金）午後６時３０分から西那須野教会

で行う。キックオフ例会。 

４．その他について 

・東日本区大会 ６月３・４日にＺｏｏｍで行う。 

・シイタケ昆布の購入を５月下旬に行う。 

・チャリティーランを１０月９日（日）にロマンテ

ック村で開催する。 

 

旧西那須野（那須西原）の緑と水（第１０９回） 

田村修也 

 明治３７年（１９０４）1 月 7 日故印南丈作初

代社長の１７回忌の命日に、那須開墾社ゆかりの

人々が集まって墓参を済ませました。那須開墾社解

散の際に、株主を中心にして記念会は明治３９年（１

９０６）頃解散になりました。しかしその後も印南

丈作さんの墓を守り、墓前祭の施行等についての協

議機関の設立が必要になり、常盤会が設立されまし

た。武さんが５７歳、明治３９年の秋頃と思われま

す。毎年の墓前祭についても厳寒を避けて４月７日

に改めましたが、明治４５年（１９１２）に限り、

１月７日に２５年忌法要が営まれました。 

 大正７年（１９１８）に故印南丈作さんに贈位
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の知らせがありました。常磐会は近隣と村内大地主

そして有志にはかりまして、建碑ならびに贈位報告

祭を行う計画をたてました。寄付金を募集し、合計

金１１４０円かけて、大正９年（１９２０）２月に

建碑いたしました。この碑文につきましては第１０

０回に碑文とその読み下し文を掲載してありますの

で、再読して頂きたいと思います。 

 昭和５年（１９３０）１２月１４日に常磐会は

評議員会を開き、会則改正を審議して、従来那須疎

水組合員を主体として構成されていたのを、「西那須

野全村民により会員（名誉・特別・普通）をもって

構成し、那須開墾社より西那須野村に寄贈の土地の

小作料および基本財産利子を以て運営すること」を

決議しました。翌年昭和６年（１９３１）１月１日

から実施し、昭和２０年迄継続したのですが、終戦

となり農地解放、宗教法人法の実施によりまして常

磐会は自然消滅して、墓地は長延寺（常盤が丘のす

ぐ下にある）と二つ室地区有志の厚意によって管理

されてきました。昭和３３年（１９５８）３月２２

日、従来那須開墾社の所有地として登記されていた

墓地の４１５８㎡が町の所有となりました。それ以

来、西那須野町によって墓前祭が行われることにな

りました。 

 実業界での矢板 武さんの活躍につきましては、

前述のとおりですが、生涯を通して各方面で幅広く

活躍しておりますので、その肩書につきまして枚挙

にいとまがりません。その主だったものを就任の年

代別に挙げておきます。 

〇栃木県勧業委員（明治１２年） 

〇保晃会幹事後理事（明治１２年） 

〇栃木県徴兵参事員（明治２２年） 

〇栃木県地方森林会議員（明治３３年） 

〇日本赤十字社栃木支部評議員（明治３５年） 

〇愛国婦人会栃木支部相談役（明治３９年） 

〇大日本武徳会栃木支部委員（明治４２年） 

〇栃木県産業組合評議員並びに代表者（明治４３

年） 

〇栃木県信用組合連合会会長（明治４４年） 

〇産業組合中央会栃木県代表者（大正３年） 

〇国産奨励会評議員（大正３年） 

〇明治神宮奉賛金会評議員（大正４年） 

〇栃木県信用組合代表者（大正５年） 

また、就任年次は不明ですが、明治２２年以降に

就任したものは、 

〇勧業諮問委員 

〇教育諮問委員 

〇栃木県農会名誉会員 

明治３３年以降就任したものは、 

〇栃木県地主会顧問 

〇栃木県治水会委員 

〇栃木県山林会評議員 

〇栃木県地主会副会長 

〇栃木県社会事務協会評議員 

叙位叙勲についましては 

〇大正４年１１月１０日  

京都において即位の大典があった時、勲六等に叙

せられ瑞宝章を受ける。 

〇大正４年１１月１０日 

 大礼記念章を受ける。 

〇大正１１年２２日 

 従六位に叙せられる。 

褒賞につきましては、 

〇明治１８年９月１５日 

 北白川宮能久親王から、印南丈作さんと共に多

年の功労を賞せられ銀杯一組を贈られる。 

〇明治２９年８月４日 

 那須開墾事業・馬種改良・義倉の設置等の善行

を表彰し藍綬褒章を受ける。 

〇明治４２年４月１１日 

 大日本農会から多年殖産興業に尽力した功労に

対して紅白綬有功賞を受ける。 

〇大正４年５月４日 

 産業組合中央会から多年同会に尽力した功績に

対し緑綬功労賞を受ける。 

〇大正８年１０月１９日 

 大日本山林会から有功銀賞を受ける。大日本農

会・大日本山林会は大日本水産会と共に、農業・林

業・漁業経営者の団体で、現在東京虎ノ門に三会堂

ビルにそれぞれの関係団体が本部事務所を置いてい

ます。私も現職時代から三会堂ビルには年に数回は

参りました。大学生時代から現在まで大日本山林会

の会員です。また、私が現在所属している全国組織

である林業普及懇話会の事務局が三会堂内にある林

業普及協会にありますので、役員会・総会等で年に

１～２回は行く機会があります。  （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 

 「主は国々の争いを裁き、 

多くの民を戒められる。 

彼らは剣を打ち直して鋤(すき)とし 
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槍を打ち直して鎌(かま)とする。 

国は国に向かって剣を上げず 

もはや戦うことを学ばない」 

       （旧約聖書 イザヤ書2章4節） 

 

「生きていると、嫌なことばかりが目に入る。それ

でも 世界は、想像もできないほどの 愛にあふれ

ている(ぼく モグラ キツネ 馬、チャーリー・マッ

ケジー、飛鳥新社)」 

 

  連日、ウクライナでの戦争が報道されていますが、

一刻も早く停戦する事を願います。当事国はもちろ

ん、報道を見ている子ども達の心の健康も心配です。 

 少年時代の私は、人類は進化すると考えていまし

た。ミュータントという生物学的進化もですが、文

化・倫理的にも進化すると思っていました。将来は、

国境もなくなり、１人ひとりが大切にされる平和な

世界が実現されると。 

 しかし、その後の現実は、共産主義も資本主義も、

現実社会で、人権、分断、格差など、理念とは裏腹

な課題を露呈しています。 

 そして、今も尚、ウクライナだけでなく、様々な

国や地域で戦闘は続いています。軍人よりも民間人、

とりわけ女性や子ども達が、命を奪われ、将来にわ

たる被害を受けている現実があります。 

 報道では、このような世界情勢ですが、スティー

ブン・ピンカー(ハーバード大教授)は、人の歴史を

統計的に分析し、「人類史上、今が最も平和」と結論

づけています。 

しかし、この戦争によってヨーロッパのドイツ等

は、軍事費の増額を表明し、呼応するかのように日

本の防衛費もＧＮＰ２％にとの計画です。 

 飽食の時代と思っていた２００９年に読んだ「こ

ども貧困白書」には、(給食のない夏休み明けには)

「痩せてくる子ども達がいる」、(小・中学校の)「ク

ラブ活動は金次第」とのことばが、信じられません

でした。しかし、ここにきていろいろな社会的歪み

が明らかになってきました。いつの間にか、日本に

は、こども食堂が６,０００ヶ所もあり、那須塩原市

には１３ヶ所もできました。 

今の子ども達は、どのような未来を想像している

のでしょうか。嵐のように感じる現実という海にお

いて、愛が見えにくくなっています。子ども達、若

者が希望を失うことのないように祈ります。羅針盤

である預言者イザヤのことばは、これからの未来に

ついて、大切な方向性を示しています。私たち、大

人が何を優先するかが問われています。 

(しらゆり2022,6,3加筆修正) 

 

聖園那須老人ホームたより 

社会福祉法人 イースタービレッジ 

那須聖園老人ホーム   

施設長 薄井 高宏 

 先日、関東地方は西日本に先駆けて梅雨入りした

とニュースを聞いて、道理で肌寒い日が続くなと思

っておりましたが、皆さま風邪などひかぬようご自

愛ください。 

 ロシアとウクライナの戦争は泥沼の様相を呈し、

双方引くに引けぬ状況になっているようですが、聖

園那須老人ホームも現在戦場の様相を呈しておりま

す。と言いますのも、予てより、警戒しておりまし

た新型コロナウイルスの波がついに聖園那須老人ホ

ームにも入り込んでしまいました。今日現在で累計

７名の入所者が、陽性の判定を受け、いわゆる隔離

政策をとっています。施設内でゾーニングを行い他

の入所者に伝播しない様、細心の注意を払っていま

すが、判明前の感染までは、防ぐ事が出来ず、現在

の人数となってしまいました。 

 幸いであったのが、コロナウイルスワクチンの接

種が職員を含めほぼ全員３回目を終えていた事です。

ワクチンと株の影響で、入所者は軽症か無症状で重

篤で入院という事が今のところありません。嘱託医

や保健所とも連携をとり、県からは、感染症対策支

援チームを派遣して頂き、指導をいただきました。 

 終息には、最終陽性者の起算日（検査日か症状が

出た日）から１７日後という事でまだまだ先の話と

なりますが、職員の頑張りのおかげで、今日まで何

とか乗り越える事ができています。今後は、職員の

疲労とストレスに十分に注意し、バーンアウトしな

いよう目を向けていきたいと思います。 

 

ＹＭＣＡだより 

【とちぎＹＭＣＡサマープログラムが始まります！】 

６月１５日（水）１３：００～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・湖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）：
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6/15（水）13：00～ 

【とちぎＹＭＣＡリーダートレーニングを行いました!!】 

５月２９日にとちぎYMCAリーダートレーニングを
行いました。YMCA理解、リーダーの役割とは、応
急救護、対象理解、安全管理、などYMCAの基本的
なことや実際の活動の中で必要な技術や考え方につ
いて学ぶ時間となりました。参加したリーダーは約
30名となりました。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
んに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】 

・６/４（土）  サタデークラブ＠西那須野幼稚園 

キャンドル作り 

・６/５（日）  キッズ&森の幼稚園フェス＠みず

ほの自然の森公園 

・６/６（月）   サマープログラムキックオフ＠オ

ンライン 

・６/１１（土）  サタデークラブ＠西那須野幼稚園 

キャンドル作り 

・６/１２（日） ６月Ｙキッズ@小峰窯・井頭公園 

絵付け体験 

・６/２５（土） サタデークラブ＠西那須野幼稚園 

水遊びのおもちゃ作り 

 

ユースリーダーのつぶやき 

 

 

 

 

① 矢部将吾（ちょんリーダー） 

② 国際医療福祉大学 保健医

療学部・放射線情報学科 
③ 茨城県ひたちなか市 
④ 子どもたちと深く関わるこ

とが出来るボランティアを

探していたところ大学内の 

ボランティアセンターにてＹＭＣＡを紹介され

ました。リーダー全員に「子どもが好き」とい

う共通の想いがあること感じて、入ることを決

めました。 
⑤ １１月Ｙキッズです。内容は「カレー作り」で

子どもたちと深く関われたことも理由の一つで

すが、自分自身初めてのプログラムリーダーを

務め、多くの子どもたちにリーダーネームを覚

えてもらえたことがものすごく嬉しかったです。 
⑥ 幼いころに通っていた地元のこども病院にて、

診療放射線技師として働きたいです。 
⑦ たくさんのプログラムの中で、元気いっぱいの

子どもたちと関わることで幸せとパワーとモチ

ベーションをもらっています。今後はさらに多

くの機会で、より深く子どもと関わっていきた

いのでよろしくお願いします！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

・まずもってお詫び申し上げます。皆様よりの原稿

は、催促をしたことにより順調に集まりました。さ

あ、かかろうとしたら、パソコンが不調・不調‼ 。

遅くなり申し訳ありません。 

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 


