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　YMCAのブランディングが進んでいる。具体的に御殿場でポジティ
ブネットを具体化する動きについて述べてみたい。YMCA が社会の
中に存在する意義は「共に生きる共生社会を創りあげる」ことに
ある。思想、宗教というイデオロギーに囚われないコミュニティー
を作ることにより暴力やファシズムを打破していく真の民主的な社
会を作ることが開荘以来の願いでもある。
　大上段から構えてしまったが、現在東山荘が事務局となって東
山・二の岡路観光協議会が地域のみなさん、区長さんも入り誰で

も入りたい団体で構成されている。会長には二岡神社当主の内海
重忠さんになっていただき、私たちのコミュニティーを観光、景観、
自然環境保全という視点から「まちおこし」を行っている。私たち
の住んでいる御殿場をもっと住みやすいまちにして多くの人に来て
いただき共に心豊かになろうという作戦と実践の会議である。
　先日、パキスタンの方からハラル食を取り入れモスリムの人々も
受け入れてほしいという要望があった。小さな試みが湧き出して
いる。新しい社会のフレーム作りと言うのもおこがましいが、共に
生きるネットワーク作りが始まっている。

　YMCA 東山荘は 1915 年（大正 4）年、
「明日の世界を担う青少年及び指導者の

育成」を願いとし学生 YMCA 夏季学校
（現在の学生 YMCA 夏期ゼミナール）の

常設館として開設され、2015 年に 100
年を迎えました。この間、多くの人々が
YMCA 東山荘に集まり、人と人との出会
いによって生まれたかけがえのない経験
や思い出を胸に、それぞれの地で社会の
大切な場面で活躍をしています。
　東山荘がいつまでも、子どもたちや青
少年の出会いと学びの場所として魅力あ
ふれる場所であり続けられるように、より
充実したプログラムや施設、環境を整えて
いくための資金を「YMCA東山荘友の会」
として募っております。ぜひ多くの方のご
賛同とご協力いただきたく、お願い申し上
げます。

真剣な眼差しが捉えているのは次の一歩。9 つの滝を登り切りました。（晩秋のこども自然キャンプ）
写真：小曽戸恒夫

 春 

2018みつかる。 つながる。 よくなっていく。

ユースの成長をサポートする環境を整えるために
「YMCA東山荘友の会」へのご協力のお願い

今、東山荘で進んでいること　    所長　堀口  廣司

YMCA 東山荘森のレストラン　

YMCA 東山荘の最新情報は SNS からもご覧いただけます。
皆さまからの「フォロー」「いいね！」お待ちしています！

国際青少年センター YMCA 東山荘
YMCA 東山荘ネイチャープログラム

国際青少年センター YMCA 東山荘
YMCA 東山荘 TEAM NATURE

国際青少年センター YMCA 東山荘

Facebook ページ

YMCA Tozanso Nature Program

Instagram Twitter

YMCA 東山荘で撮った写真はハッシュタグをつけて

投稿しよう！

ハッシュタグは  #YMCA 東山荘   # 森のレストラン

土日・祝日を中心にランチタイムにオープンしています。

本館 1 階の食堂 YMCA 東山荘森のレストランは、土日・祝日を中心にランチ営業をしています。
自慢のオリジナルカレーやハヤシライス、シェフのおすすめメニュー、そしてあらゆる世代に
大人気のソフトクリーム！ご友人やご家族で、気軽にご利用ください。

営業時間： 11 時 30 分～ 14 時
・喫茶は 15 時まで
 ・ソフトクリームの販売は 11 時～ 15 時

ランチメニュー
カレーライス（サラダ付き）       600 円
ハヤシライス（サラダ付き）       700 円
ハンバーグ（サラダ付き）　   1,000 円
オムハヤシ（サラダ付き）　       900 円
本館ビュッフェ　　　　大人 1,026 円
　　　　　　　　　　    小学生 820 円　　　
　　                               　　　幼児 615 円

デザートメニュー
フルーツケーキ（コーヒー付き）500 円
どら焼きソフト　　　　　　　    300 円
ソフトクリーム　　　　　　　    200 円

・お食事を召し上がった方はソフトクリーム、
コーヒー、紅茶が 100 円になります。

パーティー、コース料理も承ります。
内容等、お気軽にご相談ください。

卓盛プラン　　　　　　         3,240 円～
コース料理プラン　　　　     2,160 円～
ビュッフェプラン ランチ         2,160 円～
　　　　　　　　 ディナー　3,240 円～
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33,734 名

宿泊でのご利用

2017 年度も多くの皆さまに
東山荘をご利用いただきました。

2018 年度東山荘カレンダー

4月
春のこども自然キャンプ（4/28～30）

5月
春のこどもチャリンコキャンプ（5/3～6）

8月
こども富士登山キャンプ（8/12～15）
のんびり楽しく富士山登頂（8/24～27）

9月
初秋のこども自然キャンプ（9/22～24）

11月
第4回チャリティゴルフ（11/14）
秋のこども自然キャンプ（11/23～25）

12月
クリスマスこども自然キャンプ（12/22～24）
第53回年末年始家族パーティー（12/30～1/3）

2月
 冬のこども自然キャンプ（2/9～11）

国際青少年センター YMCA 東山荘

ありがとうございました！

ご参加お待ちしております！

5 月
　●
チャリンコキャンプ
春のこども自然キャンプ

6 月

支援者の心のリフレッシュプログラム
第 6 回日本 YMCA 同盟協議会
　●

7 月
　●
専門職管理者研修

8 月

こども富士登山キャンプ
のんびり楽しく富士山登頂
YMCA 地球市民育成プロジェクト
夏期研修
　●

9 月
　●
第 45 回学生 YMCA 夏期ゼミナール
初秋のこども自然キャンプ
日本 YMCA スタッフ研修ステップⅡ

10 月

YMCA の新しいロゴ・スローガン発表
支援者の心のリフレッシュプログラム
チャリンコキャンプ
　●

11 月
　●
YMCA 東山荘森のレストラン 試食会
晩秋のこども自然キャンプ
第 2 回 YMCA 東山荘チャリティゴルフ

12 月

YMCA 東山荘感謝会
クリスマスこども自然キャンプ
第 52 回年末年始家族パーティー
　●

1 月
　●
日本 YMCA スタッフ研修ステップⅢ
YMCA 農村青年塾

2 月

冬のこども自然キャンプ
さるボード合宿
支援者の心のリフレッシュプログラム
YMCA ピンクシャツデー
　●

3 月

御殿場市東山青少年広場
（指定管理）オープン

　●

チャリンコキャンプ（春）
清冽な流れの滝をめぐる自転車の旅。自
転車は歩くより軽快で、寄り道も思いの
まま。もちろん安全走行についてしっか
り学んで出発しています。

第 45 回全国学生 YMCA 夏期ゼミナール
東山荘設立の原点は夏期ゼミナールの前身、
学生 YMCA 夏季学校。その時にあったテー
マ講演や聖書研究、交流やディスカッショ
ンなどを通して、出会い・学び・成長を分
かち合います。

専門職管理者研修
全国の YMCA の保育園、幼稚園、高齢者
施設で働くスタッフの研修を行いました。

YMCA 地球市民育成プロジェクト夏期研修
国内から 20 名、海外から 13 名の研修生が
1 週間、東山荘で寝食をともにし、グロー
バル課題への学びを深め、新たな友情を
育みました。

のんびり楽しく富士山登頂
5 歳から 70 代まで三世代の参加者が、まる
で家族のように和気藹々と山頂を目指しまし
た。持ち物や歩き方など丁寧なガイダンスも
あるので、初めての方でも安心してチャレン
ジできます。

初秋のこども自然キャンプ
土砂降りのち快晴…台風による天気の移り変
わりを目の当たりにしました。雨の森も、雨
上がりの砂走りも大いに楽しみました。

日本 YMCA スタッフ研修ステップⅡ
YMCA の主事をめざすスタッフを対象とし
た研修。現場を離れ、75 日間、YMCA 運
動やマネージメントなどについて学びま
す。

第 3 回 YMCA 東山荘チャリティゴルフ
富士カントリークラブで開催したチャリ
ティゴルフ大会。各地から 58 名の方がご
参加くださり、収益は東山荘の施設拡充
募金に用いさせていただきました。

第 52 回年末年始家族パーティー
毎年恒例の年末年始家族パーティー。今
年も参加者のみなさんと初日に染まる紅
富士を仰ぐことができました。

さるボード合宿
軽くて操作性の良い特製ソリ「さるボード」
で、冬を満喫しました。
コースもソリも全て完全手作り。ここでしか
できない特別プログラムです。

2017 年 4 月～ 2018 年 3 月

一年のあゆみ
6,872 名

10,371 名 902 名

58 名141 名

会議、パーティ等
日帰りでのご利用

ネイチャープログ
ラムへのご参加

主催キャンプへの
ご参加

年末年始家族
パーティーへのご参加

チャリティゴルフ
大会へのご参加

各キャンプの詳細は東山荘までお問い合わせください。

私たちがお迎えします！

み
な
さ
ま
の
ご
来
荘
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

YMCA の新しいブランドロゴ
2017 年 10 月、YMCA のブランドロゴが新し
くなりました。東山荘がみなさまにとって、
したい何かがみつかる、かけがえのない場所
となるよう、これからも努めてまいります。

4 月


