
実践型研修会 ビーチクリーン
　2021 年 12 月 4 日（土）神奈川区青少年指導員の

実践型研修会は、三浦海岸にてビーチクリーンを実

施しました。ビーチクリーンとは文字どおり海岸清

掃です。新型コロナウイルスの状況次第で開催の有

無も危惧されましたが、奇跡的に落ち着いており、

43 名の参加者で無事に決行できました。

　ＳＤＧｓが叫ばれて数年経ちます。何か難しく遠

い事のように考えていましたが、とても身近で重要

な事だと、直ぐに思い知らされた次第です。

　ゴミ袋、手袋、トングが手渡され、ゴミ分別のルー

ル等が説明された後、一斉にゴミ拾いが始まりまし

た。コロナ禍にふさわしく、十分なディスタンスを

取りながら、黙々とゴミを探して拾います。

　12 月の割に天候に恵まれ、青い空と海が目の前

に心地よく広がっていました。寒いのを覚悟して厚

着していた人は、逆に汗をかくくらい、暑くなって

きました。冬だからゴミは少ないと考えていた予想

とは裏腹に、キラキラとしたプラスチックの破片が、

砂浜に無数に光っていました。

　細かく砕けて砂浜に刺さっているプラスチックを

トングで掴み、ゴミ袋に入れる……こんな簡単な作

業が海風の中では、なかなか至難の業でした。レジ

袋、ストロー、ペットボトルのキャップが多かった

ような気がします。

　魚が餌と間違えて食いついてしまい、人間世界の

便利な文化が海の仲間を傷付けている、地球全体を

汚染している事実を、身をもって実感しました。責

任を感じながら２時間くらい清掃し続けていると、

燃えるゴミ、燃えないゴミがずっしり。かがんでい

る状態が長く腰が痛いと思いながら、心地良い達成

感を皆が感じていました。

　ゴミの収穫量は何とトータル 57㎏。それでも海

岸のゴミに際限は無く、どんなに拾ってもキリがあ

りません。レジ袋が有料になっても仕方ないし、プ

ラスチック用品を使う意義を考え直さなければなら

ないと思い知らされた、貴重な体験でした。　　　

� 近藤　奈美江
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まつみ ふるさと まつり 青木第二地区だより
� 地区長　石原　美子

　晩秋のころ「まつみ　ふるさと　まつり」は開か

れています。これは連合町内会の行事の中で青少年

指導員とスポーツ推進委員が中心となって行ってい

るものです。老若男女、誰もが楽しめて子どもたち

にここが「ふるさと」と思える思い出づくりをと、

16 年前に始まりました。

　各町内会による美味しい食べ物の出店、子ども会

のみなさんによる楽しいゲームの数々、参加無料で

参加賞がもらえるので大人気です。それにシニアク

ラブのみなさんの甘酒がふるまわれ、催物のコー

ナーでは、有志の方によるダンス・コーラスや保育

園児の太鼓の演奏なども行われます。他に小学校Ｐ

ＴＡのみなさんのビンゴ大会もあります。最近では

「かなっぱ畑の会」の野菜販売もあり、更に大人気

のコーナーも増えました。

　まつり最大の盛り上がりは閉会式前に行う町内会

対抗ゲームです。お疲れ様の意味を込めてスタッフ

が参加できるように発案しました。町内対抗になる

と、どこの町内会も力が入り、人選にも工夫をして

挑んでいます。

　コロナ禍でここ２年中止となり、第 14 回のまつ

りで止まっていますが、早く 15 回目が行えること

を願っています。

� 地区長　佐藤　裕

　青木第二自治会町内会連合会は、桐畑明隣会、上

反町自治会、反町自治会、反町町内会、鶴屋町町内

会、台町町内会の６町会からなります。横浜駅北側

から東急東横線反町駅にかけて広がる青木第二地区

には、幕末の歴史に登場する史跡も数多くあります。�

　コロナ前には、6名のメンバーとスポーツ推進委

員との連携や連合自治会、地区社協と協力しながら、

イベントを開催していました。

　春先に行われる「福祉の集い」は地区の高齢者を

招待し、落語家による一席や、神奈川大学マジック

研究会のショーなど、１年に一度、地域の高齢者の

元気な顔が一堂に集まっていました。

　夏の「盆踊り大会」は反町公園をお借りして、子

ども会も総出で参加する盛況ぶりでした。子どもも、

大人も、日ごろ町内会に疎遠な地域の方も、太鼓の

音につられて集まり、親睦を深めています。

　晩秋には、「グラウンドゴルフ」を沢渡中央公園

にて開催しています。多い時には 100 名近い参加者

が集まります。小学生から 80 歳を超えた高齢者ま

でが、一心に球をうち、一喜一憂しています。年齢

の垣根を越えて触れ合う機会が少なくなっている日

常の中での貴重な体験が、地域の町の雰囲気を醸造

しています。

　青木第二地区も最近はマンションが多くなってき

ています。そんな中でも“挨拶運動”や数々のイベ

ントなど共通の体験を共有することで、“住み心地”

が変わるのではないでしょうか。これからこの町が

どのように変化していくのかは、この町の住人にか

かっています。どんなに時がたっても、歴史も人情

もある、安全安心な町が続くことを祈ります。たと

え離れることがあっても戻りたくなる“マイホーム

タウン”でありますように。

福祉の集い（青木第二 )

グラウンドゴルフ（青木第二）盆踊り大会（青木第二）
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羽沢地区だより 白幡地区だより
� 地区長　谷本　秀樹

　コロナ禍で自粛の続く中、令和３年年末にかけて、

そろりそろりと動き始めた地域活動。そんな状況下、

羽沢地区・宮向自治会主催の「オータムフェスタ」

が 11 月 27 日（土）団地内ピロティーで開催。

　約 400 名集合、子ども達が 8割以上、運動会や旅

行が抑制され、夏祭り・桜祭りなどイベントはほぼ

２年間中止。抑えられていた勢いが団地内を躍動。

「密になるな！」その声はマスクの中。

　紙飛行機大会でフェスティバルは開幕。「射的」「輪

投げ」で獲得した刀を３本も抱えた女の子、「鬼○

の刃」か？　名物焼きそば・アルコールはなくても

カルピスでのどを潤すお父さん。

　お母さんは 100 人もの列をなす綿菓子製造に懸命

で、目が点になっているお姉さんもいる。17時過ぎ、

すでに暗くなった広場、「BINGO 終わり」の声でに

ぎやかに閉幕。

　宮向団地からサンハイツ・グリーンハイツ・羽沢

小学校を経て、斜面を降りればＪＲ羽沢横浜国大駅。

　まだ全線開通とはいかず、人通りはまばら。大型ク

レーン・パワーショベルが「待ってろよ！」とキャベ

ツ畑を背景に、何本もの手を青空に突き上げている。

　畑と林に囲まれたこの駅が 10 年後、どんな情景

を作っているのか、スマホのファインダーを通して

イメージング。交通の便利さだけでなく、住民が楽

しめる、おらが町の駅だと誇りをもって、区・市・

県民に胸を張って自慢できる駅に育ってほしい、と

心から思う。

　コロナが作り上げる次の世界？

　エールからカムカムエヴリバディへ、そして「お

かえり羽沢へ」と両手を広げてみる。

� 深澤　隆

　白幡には八幡神社や白幡の森など自然を感じられ

る場所があっていいなぁなんて思ってたまたま引っ

越してきた私が、よもや青少年指導員になるとは

思ってもみませんでした。

　白幡地区には８町会で構成される自治連合会があ

ります。その下に青少年指導員、スポーツ推進委員、

子ども会の方々で構成される育成部会があり、連合

会が主催するイベントの運営を担っています。

　コロナ禍にあって、様々な活動を中止せざるを得

ない１年でしたが、これは育成部会の諸先輩方に

よって企画され続けられてきたイベントを振り返っ

てみるいい機会ということにして２つご紹介します。

　「白幡にオーケストラがやってくる」は、白幡地区

センターの体育館をお借りして開催されます。事前調

整や会場設営から当日の運営・司会進行、演奏後の

懇親会までを育成部会が担います。これまでに出演

して下さった団体は私の知る限りでも、神奈川大学管

弦楽団、横浜市立大学管弦楽団、八景フィルハーモ

ニー管弦楽団。お客様も様々。毎年楽しみにされて

いる常連の方、近隣のご年配の方、ベビーカーを押

して来られるご家族。オーケストラをこんなにも気兼

ねなく親しむ機会を作っていることに驚きでした。

　「ときめきしらはた」は各町会が模擬店を出し、近

隣の小中学生や有志の方のパフォーマンスがステー

ジを彩る賑やかなお祭りです。白幡小学校もしくは

浦島小学校の校庭をお借りして催されます。かつて

は町会対抗のリレーや綱引きが行われる自治連合会

の運動会のような催しだったそうです。今はヒップ

ホップやフラダンスなどが会場を盛り上げます。

　新型ウイルスとのせめぎ合いはもうすこし続きそ

うです。出演して下さった方々のお気持ちは気がか

りです。それでもきっと、発想を変えたり、工夫を

したり、時代の変化に少しずつ合わせたり、何かし

らの制約があったとしても無理をせずに日々を充実

させる術があるということを学んでいる最中だと

思っています。

羽沢横浜国大駅 白幡にオーケストラがやってくる
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　神奈川区青少年指導員協議会では、年間

２回の広報紙を発行しております。広報の

役割は皆さまに青少年指導員協議会の活動

を知っていただくことです。私たちは、取

材活動を通して活動への理解を深め、コロ

ナ禍ではありますが、人と人とのつながり

を広げながら楽しんで活動しております。

青少年指導員活動がおもしろそう、と思っ

ていただけると嬉しいです。

　本号の発行に際しまして、取材や原稿作

成にご協力いただきました皆さまに心より

感謝申し上げます。

� 田巻　康彦

＊編集後記

「神奈川区民まつり 動画でワッショイ！」参加作品
　神奈川区青少年指導員の代表的イベントに、制作意欲喚起型事業「ペットボトルロケット大会」があります。

保護者とお子さんのセットでペットボトルを材料に一からロケットを製作し、最後は実際に飛ばして競技する

という事業です。

　この歴史のある事業に係るスタッフの練度はかなり上がっています。もはや設計図を確認することなく、黙々

と作製出来るまでになっています。

　その中でもペットボトルロケットマイスターの名にふさわしい２名が、神奈川区民まつり・キラキラ★かな

がわへ投稿する動画「ペットボトルロケット作ってみた！」の撮影を行いました。

　撮影中は、しゃべりの Kさんの横で、職人Oさんが黙々と作る構図ですが、途中で「なぜ青少年指導員になっ

たのか」「活動は楽しい？」などの質問に答えています。

　製作自体は、さすがマイスターならではの 30 分程で完成、インタビューを入れても 40 分程度でした。実際

の動画はわずか 5分に縮めてありますのでよりカジュアルにご覧いただけたのではないでしょうか。

　活動の一端をご覧いただき少しでも興味のある区民の皆さんが増えることを希望します。（投稿動画は神奈

川区ＨＰの青少年指導員のページでご覧いただくことができます）� 佐藤　裕

�神奈川県青少年指導員表彰

　� 山本　文明 　（片倉）

�神奈川県青少年育成活動推進者表彰
　　　� 荻原　彦二郎（神北）

�横浜市青少年指導員永年勤続者顕彰

� ２０年� 大塚　雅俊 　（白幡）

　　　　� 山本　文明 　（片倉）

　　　　� 川崎　平 　　（幸ヶ谷）

� １０年� 田巻　康彦 　（神之木・西寺尾）

　　　　� 四野見　朗 　（新子安）

　　　　� 澤田　昌樹 　（大口・七島）

　　　　� 深澤　隆　 　（白幡）

　　　　� 八島　純　 　（神奈川）

　　　　� 福井　克美 　（神奈川）

　　　　� 林　　順　 　（神奈川）

　　　　� 福田　光一 　（幸ヶ谷）

　　　　� 金子　康　 　（青木第一）

　　　　� 木口　英子 　（青木第二）

　　　　� 佐野　いほ子（三ツ沢）

　　　　� 近藤　奈美江（六角橋）

　　　　� 鷹野　慎太朗（片倉）

　　　　� 貝川　弘行 　（片倉）

令和 3 年度各種表彰 受賞者
みなさま、おめでとうございます

マイスターの共演
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