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　9 月 2 日から 6 日まで第 20 回アジア・太平洋 YMCA 大会が「自
然の恵みに抱かれ、平和に向かって生きる。」をテーマに 377 名
の参加者をもって東山荘で開かれた。1965（昭和 40）年に世界
YMCA 同盟第 4 回総会を開催して以来の世界的な大会でもあった。
第 4 回世界大会は神田三崎町の YMCA 同盟会館を売却し、旧本
館と齊藤記念舘を建築したという大掛かりな大会であった。400
名の参加者は東山荘で収容しきれず箱根の富士屋ホテルも使った
そうである。この世界大会は東山荘 50 年の記念とも言うべき大
会であり第 2 次世界大戦終了後 20 年、日本 YMCA 同盟結成 66 年、
東山荘開荘 50 年の年であった。今回のアジア・太平洋 YMCA 大
会は同盟結成 116 年、東山荘開荘 104 年、新本館落成 3 年目の

東山荘 100 年の集大成の大会でもあった。また、市内 6 ホテルに
分散し夜は街中に繰り出している人も多かったと聞いている。
　アジア、オーストラリアの友人から東山荘の自然とホスピタリ
ティーは素晴らしい。キリンディスティラリーの森やエコパーク焼
却センター、柿田川湧水での自然の保全と再生の姿に感動したと
のメールをいただいた。霊峰富士、100 年の森という自然に抱か
れている東山荘・御殿場を見ていただいたことも成果の一つだっ
た。基調講演ではスティーブ・リーパーさんが都市・建物の文明
をつくる YMCA からコミュニティー・自然の文化をつくる YMCA へ
の転換という示唆に富む講演をしてくれた。東山荘も施設提供に
加え人間形成のための場になっていくことを再確認したアジア・太
平洋 YMCA 大会であった。

 秋 

2019みつかる。 つながる。 よくなっていく。

YMCA東山荘の新たな歴史に
第20回アジア・太平洋YMCA大会が開催されました。

東山荘 100 年の集大成　　　　　所長　堀口  廣司
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東山荘
100 年史

YMCA 東山荘
友の会 ご登録・ご継続手続きについて

1915 年 ( 大正 4) 年、YMCA 東山荘は「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、さまざまな集
いを通して、心に残る思い出を胸に、それぞれの地へ帰ってゆきました。YMCA 東山荘への想いを一つにする仲間が集まって、
YMCA 東山荘を応援してくださる「YMCA 東山荘友の会」のメンバーを募集しています。是非多くの方のご賛同とご協力をお願い申
し上げます。今年の会費はアジア・太平洋 YMCA 大会の為の体育館クーラー設置、荘内の Wi-Fi 環境整備のために用いさせていただ
す。また、YMCA 東山荘友の会の特典期限は 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日となっております。2018 年度お申込みくださった皆様に
つきましては、2019 年度も引き続きご協力賜りたくお願い申し上げます。

会費について（年間）
3 種類の中からお選びいただけます。どの区分をお選びいただいても、会員特典は同様です。
A：10,000 円　B：5,000 円　C：3,000 円
＊お預かりする会費は「YMCA 東山荘拡充募金」とさせていただきます。募金領収書を発行いたしますので、個人の方は、確定申告に
よって所得税法上の所得控除または税額排除がうけられます。また法人の場合は、確定申告をしていただくことにより寄附金の損金
算入が可能です。

特典
（1）会員の個人利用宿泊代を 10％引き

＊会員の同伴者 1 名までこちらの割引が適用となります。
＊宿泊割引特典は何回でもご利用いただけます。( 有効期限内 )
＊キャンペーン料金、他の割引との重複割引はできません。

（2）YMCA 東山荘の商品引換券をプレゼント
＊ご来荘の際、フロントに引換券をご提示ください。
　商品 1 点と交換させていただきます。

（3）「東山荘だより」「プログラム案内」
　　「お得なプラン案内」の送付
＊年に 2 回送付させていただきます。

会費のお支払い方法
YMCA 東山荘フロントにご持参いただくか、以下にお振込みください。
郵便局からのご送金
御殿場郵便局 [ 口座番号 ]00800-6-66931
[ 名義 ] 公益財団法人日本 YMCA 同盟国際青少年センター
銀行からのご送金
三菱 UFJ 銀行四谷支店 [ 口座番号 ] 普通預金 0023620

［口座名 ] 公益財団法人日本 YMCA 同盟東山荘募金
クレジットカードからのご送金
ウェブサイト「日本 YMCA 同盟 寄附のご案内 【YMCA 東山荘への寄
附】」よりお申込みください。
https://srv.asp-bridge.net/ymca/privacy/6

ハッシュタグは #YMCA 東山荘  #森のレストランYMCA 東山荘

SNS で最新情報発信中！みなさまからの「フォロー」「いいね！」お待ちしています。

『東山荘 100 年の歩み』が完成しました。

YMCA 東山荘は 2015 年に創立 100 年の節目を迎え、記念礼拝やシンポジウムを行い
ました。また創立 100 年にあたっては「YMCA100 年募金」を呼びかけ、寄せられた
ご寄附を用いさせてていただき、現在の本館が 2016 年に完成しました。そしてこの
たび、『東山荘 100 年の歩み』をみなさまにお届けできることを、感謝をもってお知
らせ申し上げます。作成には坂口順治先生に多くのご協力を賜り、東山荘の歴史写真
とあわせて東山荘 100 年のあゆみを振り返ることができます。そして次の 100 年の間
もこれまでと変わらず、子どもたちや青少年の成長の場として、東山荘がかけがえの
ない場所として存在し続けられることを願って作られました。

『東山荘 100 年の歩み』は 1 部 1,500 円で販売しております。ご購入希望の方は東山
荘までご連絡ください。またすでにお持ちのみなさまには、ご感想などお寄せいただ
ければ幸いです。



第 20 回アジア・太平洋 YMCA 大会が開催されました。
アジア・太平洋地域につらなる 21 の YMCA より 377 名が参加

日本の YMCA からは総勢 134 名が参加。そのうち、ユースは 65 名で、大会に先がけて行われた第 4 回ユースアッ
センブリーから参加しました。グループディスカッションやテーマごとに設けられたセッション、エクスポー
ジャーを通して、地球規模で起こっている社会課題の背景や内容を学び、今、必要とされている取り組みにつ
いてアジア・太平洋地域の YMCA の仲間と共に、これからの YMCA について語り合いました。大会では懐かし
い再会や新しい出会いが生まれたり、ここ東山荘からアジア・太平洋地域へ、ポジティブネットの輪が広がっ
ていく場にもなりました。

日程：2019 年 9 月 2 日（月）-6 日（金）
場所：YMCA 東山荘
テーマ：Living Together Within Nature on a Path to Peace
　　　　～自然の恵みに抱かれ、平和に向かって生きる～

ご案内

ネイチャープログラム
今年もプログラムや研修が行われています。
再会の場、出会いの場、チャレンジの場、学びの場としての東山荘

春のこども自然キャンプ（5/3-5）春のこどもチャリンコキャンプ（4/29-5/1） 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（8/23-26）

保育士、幼稚園教諭、介護士など全国
9YMCAから22名が参加しました。

全国 6YMCA より 8 名の研究生が、74
日間現場を離れて学んでいます。

ウォールハンドボール
東山荘カップ（6/1-2）

日本 YMCA スタッフ研修
専門職管理者研修（7/22-26） ステップⅡ（9/18-11/30）

オーストラリア、エクアドルからも選手集ま
り、総勢34名でとてもにぎやかな大会にな
りました。

富士山に野外泊。残雪が残る宝永第三火口
（標高2,140メートル）にも降り立ちました。

自転車で山道を走り、峠を越え、富士山一
周100km走破にチャレンジしました。

台風が接近するなかの登山では須走口本7
合目まで登りました。翌朝は豪雨のなかの
下山となりました。

大家族のようなあたたかい雰囲気のなか、
参加者全員がみごとに登頂しました。登頂
後はお鉢めぐりもしました。

体育館が大会のメイン会場となりました。エアコンの
設置や Wi-Fi の整備、施設設備の自主改修など、大会
実施にむけてハード面の充実を、環境に配慮しながら
図りました。

期間中は本館を中心に、各国・地域の YMCA の活動
紹介が展示されました。環境保護をアピールしたタ
イの YMCA のタペストリーは東山荘の緑のとともに
飾られました。

ホスト国として、日本ではレイパーソンとスタッフ
によるホスト委員会を組織し準備にあたりました。
期間中は委員のみなさんと東山荘・四谷のスタッフ
は総動員で大勢のゲストをお迎えしました。

今年の YMCA 東山荘の富士
山登頂プログラムには、リー
ダー、スタッフあわせ、総
勢 312 名が参加しました。

最年少はこども富士登山
キャンプ参加者の 7 歳、最
高齢はシンガポール YMCA
から参加で 80 歳でした。

秋から冬のプログラム・お得な宿泊プラン
内容の詳細、ご予約、お申込みは YMCA 東山荘へ

秋のこどもチャリンコキャンプ　10 月 12 日（土）～ 14 日（月・祝）2 泊 3 日（募集中）
晩秋のこども自然キャンプ　　　11 月 2 日（土）～ 4 日（月・祝）2 泊 3 日
冬休みこども自然キャンプ　　　12 月 21 日（土）～ 22 日（日）1 泊 2 日
冬のこども自然キャンプ　　　　2020 年 2 月 22 日（土）～ 24 日（月・祝）2 泊 3 日
春休みこども自然キャンプ　　　2020 年 3 月 20 日（金・祝）～ 22 日（日）2 泊 3 日

ネイチャープログラム

YMCA 東山荘のポジティブネットの場でもある YMCA 東山荘チャリティーゴルフ大会。子どもたちや青
少年の出会いと学びの場所である東山荘が、さらに充実した施設環境を整えていくため、東山荘では毎
年、チャリティーゴルフを開催しています。東山荘ファンでゴルフの好きな方の年に一度の交流の機会
としてもぜひご参加ください。皆様のお申込みをお待ちしています。

日程：2019 年 11 月 12 日（火）　＊スタート：8:05 ～（7 分ごとにスタート）
場所：富士カントリークラブ
　　　～クラブハウス：登録有形文化財 ( 第 22-0185 号 ) ～ 
　　　静岡県御殿場市東山 2472　Tel:0550-82-1616　　　
 定員：80 名（4 名 ×20 組）
 参加費 ： 20,000 円 /1 名
　　　　＊参加費にはプレー費、キャディー、昼食、パーティー代、チャリティー費を含みます。
申込み締め切り：10 月 20 日（日）　　　　　　
主催：公益財団法人日本 YMCA 同盟　国際青少年センター YMCA 東山荘　
協力：富士カントリークラブ

第 5 回 YMCA 東山荘チャリティーゴルフ大会

：

今年で 54 回目を迎える年末年始家族パーティーは、YMCA 東山荘最大の、楽しいプログラムです。ご家族、
お友達、お一人でも、一部分でもご参加いただけます。年末、新春にちなんだ餅つきや凧揚げ、期間限
定のネイチャープログラムなど、私たちが自信をもっておすすめする盛りだくさんのプログラムにぜひ
ご参加ください。

日程：2019 年 12 月 30 日（月）～ 2020 年 1 月 3 日（金）
　　　＊部分参加、前泊 / 後泊もお受けいたします。
場所：YMCA 東山荘　　　
参加費：10,750 円～（大人 1 名 1 泊）

・宿泊食費、プログラム費が含まれます。
・参加人数、宿舎によって参加費は変わってきます。宿舎決定後、見積書をお送りいたします。
締切り：11 月 20 日 ( 水 )

第 54 回年末年始家族パーティー

2019/11/1( 金 ) ～ 2020/3/31( 火 )＊2019/12/30（月）～ 2020/1/3（金）を除く 

ツインルームプラン
ツインルームをお得にご利用いただけるプラン。企業、団体、個人の方におすすめ。
バス・トイレ付：6,600 円／左記以外のツインルーム：5,500 円

（1 室 2 名ご利用の場合の 1 名様素泊まり料金）

ロッジプラン
ロッジを 1 棟貸切！ご家族やグループ、趣味のサークル活動、同窓会などにおすすめ。
料金：大人 5,500 円（1 泊 1 名素泊まり）
＊15 名様以上よりご利用いただけます。

学生プラン
10 名様以上の学生・青少年団体でご利用いただけるプラン。
学生プラン
料金：小学生：5,800 円／中学生～大学生：6,900 円

上記宿泊プランと合わせてご利用いただける「会議室プラン」やワンランク上のお食事を
楽しんでいただける「記念館コースプラン」もご用意しております。

冬のお得な宿泊プラン 　ーウィンタープランー


