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今回は新型コロナ感染拡大防止のため無観客開催
となり、成績発表やゲスト演奏もありませんでした。
参加者は「緊張したけど楽しかった」「プロの音響設備
が素晴らしかった」「大きなステージで演奏出来て良
かった」「気持ち良く演奏出来た」と満足気に語ってく
れました。

また、顧問の先生方は「ライブ活動がコロナ禍で
キャンセルや自粛となっているなか、演奏には不安も
あったが、演奏が出来たので生徒たちは満足していま
す」「今回はコンクールではないので伸び伸びと演奏
が出来ていました」と話していました。

無観客でしたが、高校生スタッフの皆さんが会場で
手拍子やウェーブで精一杯盛り上げてくれました。

開催にあたってスタッフは常に消毒、換気、密にな
らないための誘導など、これまでにない事ばかりでし
たが全員が自覚をもって動いていました。高校生ス
タッフの皆さん、関係者の皆さんありがとうございま
した。

開催日：令和2年11月21日（土）
会　場：保土ケ谷公会堂
参加バンド：4高校12バンド

ほどがやバンドバトル2020参加バンド

Milky $tar（ミルキースター）
気付いたら驟雨（キヅイタラトオリアメ）
RAWLIQUID ASECTION（ロウリキッド アセクション）
あどれすた!!

桜丘

blue spring（ブルー スプリング）
crescent（クレセント）
五月雨（サミダレ）

光陵

脂肪バニ（メタバニ）
Sugar（シュガー）

県商工

脳内ピンク（ノウナイピンク）
Go My Way❕❕（ゴーマイウェイ）
風のない扇風機。（カゼノナイセンプウキ）
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令和2年度　青少年指導員活動報告

白 石 会 長 が 表 彰 さ れ ま し た

理 論 研 修 会

白石会長が令和2年11月27日に内閣府から『子供
と家族・若者応援団表彰のチャイルド・ユースサポー
ト章』を受章しました。政府から表彰を受けたのは横
浜市としては初めての事だそうです。

白石会長は保土ケ谷区青少年指導員活動に1980
年から33年以上かかわっています。

近年では、小学生以上から参加の『手作り紙ヒコー
キ大会』区民まつりでの『子ども科学教室』区内中・高
校生による『バンドバトル』『保土ケ谷区新春かるた大
会』『各地区でのイベント活動』などの活動を続けてい
ます。

私たちの代表が表彰されたと思うと保土ケ谷区青少
年指導員全員の喜びであり今後の活動への励みになり
ました。

横浜市教育委員会健康教育課　学校保健アドバイザーの大津留 幸子氏を講師に迎え、ストレスと上手な付き合
い方をテーマに講演していただく予定です。

活 動 日 活 動 内 容

【中止】4月26日（日） 新任者研修会

【中止】7月19日（日） 第24回保土ケ谷区
手作り紙ヒコーキ大会

【中止】7月25日（土） 全市一斉統一行動パトロール

【中止】10月31日（土）
ほどがや区民まつり

「子ども科学教室」

「全市統一行動キャンペーン」

　　　  11月21日（土） ほどがやバンドバトル

【中止】1月31日（日） 第44回保土ケ谷区新春かるた大会

　　　  3月5日（金） 機関紙「ほどがやの風」発行

【予定】3月14日（日） 理論研修会

活 動 日 活 動 内 容 活 動 場 所

7月11日（日） 保土ケ谷区
手作り紙ヒコーキ大会

保土ケ谷
スポーツセンター

7月下旬 全市一斉統一
行動パトロール 区内各地域

9月上旬 実技研修会 未定

10月下旬

ほどがや区民まつり
「子ども科学教室」 県立

保土ケ谷公園「全市統一行動
キャンペーン」

11月27日（土） ほどがやバンドバトル 保土ケ谷公会堂

1月23日（日） 保土ケ谷区新春かるた大会 ほどがや
地区センター

3月上旬 機関紙「ほどがやの風」発行 ー

令和3年度　青少年指導員活動予定

（予定）令和３年３月14日（日）保土ケ谷公会堂
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私達のことをもっと知ってください

青少年指導員の存在を知ってもらうことから参加
した今井川清掃。

瀬戸ヶ谷小学校放課後キッズクラブのイベント
『段ボール迷路』の手伝い。

保土ケ谷連合自治会と一緒に横浜児童遊園地の落
葉感謝祭に『子ども科学』で参加。

他に宿場まつり・区民まつりや地域のイベントで
子供たちと触れ合いながら青少年指導員の存在を
もっと知ってもらおうと活動しています。

保土ケ谷中地区の活動

スポーツ推進委員と共同の地区行事として「歩こう会」
「芋掘り会」を行っております。

9月の「歩こう会」は新江の島水族館150余名の参加で、
見学。昼食は江の島のコッキング園内でそれぞれ食し、
島内を散策しました。

10月の「芋掘り会」は権太坂上の
藤田農園で、小学生以上90余名全
体で160余名の人数で大にぎわいで
した。

青少年指導員が用意した豚汁も
あっというまに完食になりました。

よく働きます

保土ケ谷駅から線路沿いの一部地域と保土ケ谷公園の丘に向かって登る一帯の町
内会、自治会から選出された19名で青少年指導員活動をしています。

男性が3分の2を占め、家庭ではやらな
いと言いつつ力仕事から料理まで、とに
かく良く働きます。

青少年指導員を長く続ける人が多いの
も特徴的ですが、今期は新任者も加わり、
活発に意見を出してくれるので今後の活
動がより楽しく出来ると期待しています。

これまでとは違った生活様式を送ることになった2020年。「ほどがやの風」も例外ではありません。青少
年指導員の年間活動もほとんど中止になり記事を書くことが出来ませんでした。そんな中でも何かできること
を・・・と考えて自分たちの住む地域の特徴やこれまでの活動の様子などをまとめてみました。また地域の人
たちと一緒に活動出来るように願いを込めて！

保土ケ谷地区

保土ケ谷中地区

保土ケ谷東部地区

特集 ¦ 魅力再発見



西部のクリスマス

毎年12月に今井地区センターでクリスマス工作会を行ってきましたが、2020
年は新型コロナウイルス感染防止のため、残念ながら開催を断念しました。

このイベントには約60名の参加があり、100円ショップの材料を使ってス
ノードームとリースの製作を楽しみま
す。皆さん思い思いに工夫をこらして素
晴らしい作品を完成させています。

2021年は再びこのイベントが開催で
き、参加した皆さんの作品がクリスマス
をすてきに飾ってくれる事を祈っていま
す。

ふれあい樹林春のフェスティバル

毎年3月に行われる「ふれあい樹林春のフェスティバル」です。
模擬店や新鮮野菜が売られる横で、子どもたちは青少年指導

員と一緒に作る風船ロケットを目当てに遊びに来てくれます。
春と秋の年2回開催され、毎回たくさんの人が集まります。
境木地蔵尊の裏にあり、毎年4月8日の境木地蔵花まつりの頃

には桜が満開になります。

こんなところです

あるのは保育園、小・中・高等学校、老人ホー
ム、総合病院、郵便局。政子の井戸に北向き
地蔵。

6か所の公園、4か所の鉄塔。八百屋と煎餅
店、パン雑貨店。ほしいのはコンビニ、派出所。

住民の高齢化にブレーキをかけるのは社宅、
マンションの新規入居者。

久保山霊園に抜ける山道沿いで静かに生活
する住民が顔をそろえるのは盆踊りや運動会。
“VOICE”(岩井町原版“青少年の主張”)は

青指が参画する小学生中心の行事。

岩間地区の紹介

我々の地区には、
ウナギやすっぽんが
生息する今井川が縦
断し､ 国道1号線沿
いより明神台､ 和田
町駅まで17町内が

あり、神社、公園も多く保育園､ 幼稚園や3校の
小学校もあります。子供たちの育成にはとても環
境の整った地区です｡

制限が多い今だからこそ､ 17町内の皆様と共
にさらに協力し合って、できることを少しずつ積
みあげて糧にしたいと考えています｡

保土ケ谷西部地区

権太坂境木地区

岩井町原地区 岩間地区

ほっしーのわいわいフェスティバル

星川駅前の複合施設かるがもで毎年開催される「ほっしーのわいわいフェスティバル」。アウトドアクッ
キング等の行事の経験を活かして、2019年には我々中央地区青少年
指導員が焼きそばのコーナーを担当しました。約300食の焼きそばと
200本のフランクフルトを焼いて販売。おいしいとの評判が広がり、
大盛況のうちに13時頃にはすべて完売しました。

2020年も参加したかったのですが、コロナ禍によりフェスティバ
ルが中止となってしまったのはとても残念です。

中央地区



常盤公園

私達の住む常盤台地区には、緑に囲まれた常盤公園
があります。春には園内に桜が咲き、遠足やお花見を
してにぎわいます。

夏には、せみやかぶと虫など虫とりに子供達が集ま
ります。その他に園内には、弓道場、テニスコート、
グラウンドがあり、スポーツ施設も充実しているので、子供から大人までスポーツをして楽しむ
事ができます。

遊具広場には、子供に人気の滑り台やブランコ、シーソー、すな場などがあり、親子でも楽し
める公園です。

和田・釜台地区の紹介

当地区は相鉄線の和田町駅、上星川駅周辺にあり、保土ケ谷中・常盤台小の子どもたち
と活動しています。

初夏に【この街がすきです！だから集います】の
スローガンのもと「連合町内会フェスティバル」を
保土ケ谷中にて行います。

常盤台小のマーチングで始まり、青少年指導員
による『アイスブレイク』で4組に分かれ『玉入れ』
から楽しみの本番です。

工作遊び、グラウンドゴルフなどで盛り上がり、
保土ケ谷中の吹奏楽で終わります。

紙ヒコーキと大道芸

今期は6名の青少年指導員で活動しています。コロナ禍の影響で活動自粛の中、粛々と活動を行っ
ています。

紙ヒコーキイベント
11月29日（日）上星川小学校体育館で50名参

加のもと、開催しました。紙飛行機を作って飛
ばしたあとは、保土ケ谷区在住の中学3年生「大
道芸人コーキ」くんのパフォーマンスを観て楽
しみました。

地域パトロール
毎月30日に町内会の役員と合同で夜間パトロー

ルを実施しています。

自分達で作ったあとは自由飛行会＆記録会！

和田・釜台地区

上星川地区

常盤台地区

役員さん達は月二回実施しています！（15日・30日）

「大道芸人コーキ」華麗な
パフォーマンス！



川島東部地区の紹介

地域の独自の活動としては、「竹細工・木工教室」、
「日帰りデイキャンプ」を行っており人気の行事と
して多くの参加をいただいています。

日帰りデイキャンプでの野外炊事は楽しみにし
ている常連も多く人気があります。2019年の参加
人数は136人で、メニューは石窯ピザ・焼きそば・
ポトフでした。お互いをキャンプネームで呼び合っ
て親睦も深まり、素敵な時間を過ごしていました。

自分たちの活動を通じて、確かな地域づくりに
役立っていることに
大きな喜びを感じて
います。

青指の活動が地域
に根づき、多くの行
事に参加してくれる
子ども達の喜ぶ姿を
見る「楽しさづくり」
を仲間達と築いてい
きたいと思います。

新星駅伝大会

地域の和と多世代の交流を目的に新井中学校を拠点とした
「新星駅伝大会」が2月から3月にかけて開催されています。

地域住民の声を受けて、2011年から地域と学校が企画運営
しています。

100名以上の地域のボランティアが当日の大会運営に参加
しています。

毎年楽しみにしている方も多く、小学校低学年対象の1.2
キロのロードレースと7.4キロを4人で襷をつなぐ年代別駅伝
は、150名超えの参加者で大盛況のイベントになっています。

川島原地区の紹介

川島原地区は、帷子川を眼下に見下ろす川
島町の高台に位置しており、地区内には陣ケ
下渓谷や西谷浄水場、歴史に残る旧跡なども
点在しています。

保土ケ谷高校、西谷中学校があり、また、
8年前に統合され閉校したくぬぎ台小学校校
舎は「くぬぎ台小学校コミュニティハウス」と
して、地域住民の活動の場として広く利用さ
れています。

今後の課題として、老朽化した建物の処理
を含めた跡地利用について検討がされていま
す。

区内中学校で唯一のマーチングバンド部

西谷地区にある西谷中学校にはマーチングバンド・
Splash Hearts（スプラッシュ ハーツ）があり女子
部員31名で構成されています。2019年には全国大
会初出場を果たし金賞を受賞しました。

フェスティバルin西谷、地区センター文化祭、市
沢熊野神社祭礼、かわしまホーム訪問演奏など年に
20近い演奏活動で地域に貢献しています。

2020年はコロナ禍で様々な活動制限がありまし
たが、地域に愛されるバンドを目指し今までのよう
に演奏、演技が出来る日が来ることを信じて活動を
していくとの事でした。

12月20日に開催された
JAPAN CUP2020に出演し入賞、

第48回マーチングバンド全国大会への出場権を獲得

川島東部地区

川島原地区

西谷地区

上新・上菅田地区



新編集委員コメント

三浦委員（保土ケ谷中）
活動中止になる事が多い中、編集委員会は全参加でがんばっ
たつもりです。

勝木委員（中央）
編集委員といえば、原稿を黙々と読んで赤を入れて…と想像
していましたが、それは最終段階で、実際は議論を重ねて形
にしていきます。コロナ禍で行事がなく取材もできないなか
作った本号をぜひ読んでいただいきたいです。

佐藤委員（中央）
予定の活動が中止となり、記事内容が例年と大きく変わりま
したが、保土ケ谷区の各地域の特徴やイベントを知ることが
出来たのは収穫でした。

大岩委員（上星川）
今回の特集記事により、保土ケ谷区の魅力を再発見しながら
楽しく編集活動が出来ました。これからも地域の皆様とのふ
れあいを大切にしていきたいです。

瀧澤委員（常盤台）
昨年は新型コロナウイルスの影響で青指活動も少ない中でし
たが、編集委員会の皆さんと試行錯誤を重ねて作った『ほどが
やの風』。編集委員会の皆さん、一年間ありがとうございまし
た。

川添委員（上新・上菅田）
コロナ禍において行事がほとんど中止になり、従来の編集委
員としての取材などの仕事がなく、よくわからないまま一年
が終わったという感じです。次年度は子どもたちの笑顔を取
材したいです。

柳町委員（川島原）
コロナ禍の影響で編集委員としての対応ができない一年でし
た。来年度は､ 本来の活動ができることを期待します。

【 編 集 後 記 】
　今回の「ほどがやの風」には令和2年度の活動報告記事がほとんどありません。コロナウイルス感染拡大防止のために、大勢の
人が集まり密になってしまう行事が出来ませんでした。変化した生活様式の中でも工夫しながら活動が出来てたくさんの記事で
作った「ほどがやの風」をみなさんに届けられることを切に願っています。

令和2年度表彰者
チャイルド・ユースサポート章
白石　勝己（保土ケ谷東部）

横浜市青少年指導員表彰（15年）【7名】
岩間　文夫（保土ケ谷）
久住　孝子（保土ケ谷）
磯崎　満利子（保土ケ谷東部）
渡辺　達矢（保土ケ谷東部）
関口　和代（保土ケ谷東部）
長野　英幸（川島東部）
田崎　寅三（上新・上菅田）

横浜市青少年指導員表彰（10年）【1名】
道端　圭二（岩井町原）

神奈川県青少年育成活動推薦者表彰【2名】
廣野　賢一（保土ケ谷） 関野　文昭（中央）

神奈川県青少年育成功労者表彰
山野邉　和子（上新・上菅田）

保土ケ谷区功労者表彰（5年）【15名】
北崎　新一（保土ケ谷）
下村　滋郎（保土ケ谷）
長﨑　豊子（保土ケ谷）
佐藤　清司（保土ケ谷中）
竹中　里津子（保土ケ谷西部）
伊東　秀和（保土ケ谷西部）
大和田　美和（権太坂境木）
山形　和之（岩間）

千田　一彦（岩間）
遠藤　要子（中央）
磯貝　康宏（中央）
高杉　元英（常盤台）
阿部　権治（川島東部）
佐藤　和直（川島原）
毛利　君江（上新・上菅田）

編集委員会
臼井委員長（保土ケ谷東部）
久住副委員長（保土ケ谷）
鹿田副委員長（川島原）
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