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　一昨年、日経新聞の「私の履歴書」に「高校生になった夏休
みに静岡の御殿場にある YMCA の施設に泊まりに行った。とても
楽しかったので今でも覚えている。東山荘といった。…女子高生
とクリケットをした。奥手な男子校生だから胸がドキドキした。」オ
リエンタルランド会長兼 CEO の加賀見俊夫さんの文章が突如掲載
されていた。ディズニーランドの会長さんをして東山荘が　「とても
楽しかったので今でも覚えている。胸がドキドキした。」胸キュンの
場と言わしめているのだから 100 年の森も満更でもないとこちら
も楽しくなった。10 代で訪れた東山荘を 70 代になっても「青春
＝東山荘」と日経新聞に書いて下さっていた。２015 年と 2016 年
の２年間に現本館建設のための募金を日本 YMCA 同盟として行っ

た。１億 75 万７千円が１,100 件の方々から寄せられた。31 件の
企業だけでなくワイズメンズクラブ 280 件、御殿場東山荘関係者
224 件、都 市 YMCA 会 員 222 件、YMCA 職 員 140 件、学 生
YMCA118 件と多くの方の浄財が贈られてきた。御殿場市、静岡県、
国からも災害時の避難所としての建築費として更に 5,700 万円も
頂戴した。多くの皆さんの東山荘への熱い思いが募金となって顕
われたことも驚きだった。
　「汝の若き日に汝の創り主を覚えよ。」と聖書にある。御殿場東
山荘での青春の日々の中での神と自然、理想・価値観を共にする
仲間たちとの　　（みつかる。つながる。よくなっていく。）こそ東
山荘の楽しさ、醍醐味であると教えていただいた。

2018 年 4 月より新たに発足した「YMCA 東山荘友
の会」。2018 年度は 155 名の方にご協力いただき、
心より感謝申し上げます。お寄せいただいた会費
は黙想館へのステンドグラス設置、枯木の伐採、
スタッフで取り組んでいる施設の改修等に用いさせ
ていただきました。
　
2019 年 9 月 2 日～ 6 日に、第 20 回アジア・太平
洋 YMCA 大会が、YMCA 東山荘で開催されます。
これは 1965 年に第 4 回世界 YMCA 総会が YMCA
東山荘で行われて以来の、YMCA の歴史に残る国
際大会の開催となります。
　
ホスト国として大会を成功に導くために、そして何よ
りも、参加した方々にとってYMCA東山荘が「かけが
えのない場所」としてあり続けられるよう、施設面、
環境面の整備がより大切な1年となります。そのため
の資金を「YMCA東山荘友の会」として募っておりま
す。多くのみなさまのご賛同とご協力をお願い申し
上げます。

 春 

2019みつかる。 つながる。 よくなっていく。

「YMCA東山荘友の会」へのご参加のお願い
第20回アジア・太平洋YMCA大会の成功、
　　　　　　　　　そして東山荘から新しいYMCA運動のスタートを

『お帰りなさい』　　       　　           所長　堀口  廣司

森のレストラン ( 本館 1 階 )　

みなさまからの
「フォロー」
「いいね！」

お待ちしています。

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、みんなに大人気
のソフトクリーム！季節ごとのランチバイキング、パーティーにも
対応しています。ご友人やご家族で、気軽にご利用ください！

2019 年ランチビュッフェ予定
ハロウィンビュッフェ　10/26( 土 )
紅葉フェア　　　　　     11/30（土）・12/1（日）

＊日程は変更する場合がございます。YMCA 東山荘にお問い合わせの上、お越しください。
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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く予定です。

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 ] 普通預金口座　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

ウェブからのお申込みはこちらから

SNS で
最新情報発信中！

か いこう

邂逅



第 20 回アジア・太平洋 YMCA 大会
四季折々、富士山の麓の自然ゆたかな東山荘。どなたでもご参加いただけるプログラムには
YMCA 東山荘の魅力がぎっしりとつまっています！

2018 年度も多くの皆さまに
東山荘をご利用いただきました。

ありがとうございました！

33,452 名

宿泊でのご利用
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

会議、パーティー等
日帰りでのご利用

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

ネイチャープログラム　富士山登頂プログラム

こども富士登山キャンプ
8/12（月祝）～ 15（水）
のんびり楽しく富士山登頂
8/23（金）～ 26（月）

2019 年度の YMCA 東山荘主催プログラムをご紹介します。みなさまのご参加お待ちしております。

春　　：5/ 3（金祝）～ 5（日祝）
初秋　：9/21（土）～ 23（月祝）
秋　　：11/2（土）～ 4（月祝）
冬休み：12/21（土）～ 22（日）
冬　　： 2/ 22（土）～ 24（月祝）
春休み ：3/20（金）～ 22（日）

ネイチャープログラム　こども自然キャンプ

「晩秋のこども自然キャンプ」参加者より：月と紅富士を初めて見ることができとて
も美しかったです。／動物の足跡を初めてみて感動しました。／グループのみんなと
いっしょに活動したり、寝て起きたり、いろんなことができてうれしかったです。

ネイチャープログラム　こどもチャリンコキャンプ

春：4/29（月祝）～ 5/1（水祝）
秋：10/12（土）～ 14（月祝）

54 年ぶりに
東山荘で開催

1965 年に「第 4 回世界 YMCA 同盟総会」が YMCA 東山
荘で開催されて以来、54 年ぶりにこの夏、世界規模の
国際会議である第 20 回アジア・太平洋 YMCA 大会が
YMCA 東山荘を会場に開催されます。アジア・太平洋
地域の YMCA より約 400 名が東山荘に参集します。

日本の YMCA は、「みつかる。つながる。よくなってい
く。」をスローガンに、ポジティブネットのある豊かな
社会を目指し、活動しています。日本から多くの会員・
スタッフが参加できる今回の大会は、アジア・太平洋
地域の YMCA の仲間と共にポジティブネットの輪を広
げる絶好の機会です。

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～

2018 年 11 月、黙想館に新しくステンドグラスが取り付けられました。これは神戸在住のステンドグ
ラス作家である林知子さんに作っていただいたものです。左右二つの窓に取り付けられたステンドグ
ラスは、暖かみのある配色で右の窓から風（聖霊）が流れ黙想館に充満し、そして左窓から日常に帰っ
ていく。そんな意味が込められています。YMCA 東山荘にお越しの際には、ぜひ黙想館に足を運んで
みてください。黙想館へのステンドグラス取り付け工事の費用には、YMCA 東山荘友の会に寄せられ
た募金を用いさせていただきました。感謝を持ってご報告させていただきます。

感謝

小さなお子さまからご高齢の方
まで、安心して富士山登頂にチャ
レンジできます。道具、装備な
どのアドバイスもします。

自転車は歩くよりも軽快で乗り
降り自在。自分の力で遠くまで
出かけることができます。
安全を最優先にこども達の「やっ
てみたい！」「できた！！」を応
援します。

黙想館ステンドグラス

ご協力のお願い
会場となる YMCA 東山荘では現在、施設設備の自主改
修、大会メイン会場となる体育館へのエアコン設置、
時代のニーズに対応するための Wi-Fi 環境の整備を進
めています。大会の成功には YMCA 東山荘のハード面
の整備も欠かすことはできず、そのための資金のご協
力を募っております。ご賛同、ご協力をよろしくお願
い申し上げます。
[ 振込先 ] 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

季節ごとに変わる自然の恵を感じ
ながら思いっきり楽しみます！

「秋のこどもチャリンコキャンプ」参加者より：最後まであきらめず、急な上り坂でも
一人で走ることができました。／きつい東山荘の中の坂を何人も抜かして登ることが
できました／初めて小さい子のサポートを任されてうれしかったです。

「のんびり楽しく富士山登頂」参加者より：以前から登ってみたかった富士山登頂が
でき夢が実現しました。／世界遺産に登頂できとても誇らしいです。／登山の知識が
何もありませんでしたが、リーダーの方々にサポートしていただき登頂できました。

4/29-5/1 春のこども
チャリンコキャンプ

5/3-5 春のこども
自然キャンプ

8/12-15 こども富士登山キャンプ
8/23-26 のんびり楽しく富士山登頂

10/12-14 秋のこども
チャリンコキャンプ

11/2-3 秋のこども自然キャンプ 12/21-22 冬休みこども自然キャンプ

2/22-24 冬のこども自然キャン

7/22-26 全国 YMCA
専門職管理者研修

9/2-6 第 20 回アジア・
太平洋 YMCA 大会
9/17-11/30 日本 YMCA
スタッフ研修ステップⅡ

11/12 第 5 回 YMCA
東山荘チャリティーゴルフ大会

12/30-1/3 第 54 回
年末年始家族パーティー

1/14-18 日本 YMCA
スタッフ研修ステップⅢ

2/26YMCA ピンクシャツデー

2019 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1 月 2 月 3 月

6/29 ハープコンサート（翠月学園祭共催）
6/1-2 ウォールハンドボール東山荘カップ

6/15-16 第 8 回
日本 YMCA 同盟協議会

9/28 発達障がい児支援セミ
ナー 上野一彦氏講演会（仮）

3/20-22 春休み
こども自然キャンプ1/17-19 日本 YMCA 農村青年塾

1920 年、大阪 YMCA が六甲山麓で行っ
た 2 週間の簡易天幕生活キャンプ、これ
が日本における最初のキャンプです。現
在では、年間を通じておよそ 22,000 人
のこどもたちが全国各地で YMCA キャン
プを体験しています。

2020 年、YMCA はキャンプ 100 年を迎えます。

参加者の声

参加者の声

参加者の声

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。今年も富士カン
トリークラブで開催します。富士山
に向かって思いっきりプレーを楽し
みませんか。ゴルフ仲間やご友人で
お誘いあわせのうえふるってご参加
ください。

（参加費：20,000 円 /1 名）

第 5 回 YMCA 東山荘チャリティーゴルフ大会　11/12（火）

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。

第 54 回年末年始家族パーティー　12/30（月）～ 1/3（金）
）

ご報告
第 4 回チャリティゴルフ大会の益金は青少年プログラムのリーダー養成費用として
使わせていただきました。

一年が東山荘で終わって、東山荘で始まるのが幸せでうれしい。毎年来たいです。／富士
山のすばらしい絶景に今年も一年分の力をもらいました。／ニューイヤーコンサートでは
歌、オーボエ、ピアノを聴くだけでなく、皆で歌える曲があり楽しかったです。参加者の声

2019-2020　YMCA 東山荘カレンダー

森のレストランご利用

7,830 名 12,355 名 574 名 144 名 64 名 1,091 名

・各キャンプ、プログラムはそれぞれにご案内・申込み書がございます。詳細は
   YMCA 東山荘までお問い合わせください。

・ここにご紹介したプログラム以外にも YMCA 東山荘にご宿泊の際、ご希望にあ
   わせたネイチャープログラム、クラフト等のご提供やご紹介をすることができ
   ます。ご予約時にご相談ください。

・ネイチャープログラムの日程は予定となります。お申込みいただく前に
   ご確認ください。

9/21-23 初秋のこども自然キャンプ


