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　ウォーキングに最適な涼しい曇

り空の朝、元町・中華街駅から直結・

地上に出たところにあるアメリカ

山公園に集合、バラが満開で迎え

てくれました。

　途中の左手に山手234番館（外国人向け共同住宅）

を見ながら数分でエリスマン邸に到着。1926 年（大

正 15 年）に建築され、1990 年（平成 2 年）に現地

に移築復元されたものですが、現在の家屋と変わ

らない外観でした。

　隣のべーリック・ホールは 1930 年（昭和 5 年）

の建築で、建物内へ入れなかったのですが館長か

ら特別にご説明をいただくことが出来ました。リ

ビングが 47 畳、浴室も主人寝室と婦人寝室にそれ

ぞれある等、驚きだらけでしたので、エリスマン

邸を含め、改めて行ってみようと思いました。

　次に港の見える丘公園で 2 班に分かれ、園内散

策と大佛次郎記念館見学を交互に行いました。大

佛次郎については、「鞍馬天狗」の作者ということ

しか知らなかったのですが、館内で説明を聞き、

館内資料を閲覧して興味が湧きましたので一度作

品を読んでみようと思います。

　公園内もバラが満開で、記念館 2 階からバラと

ガンダムを一緒に撮影できるマル秘スポットを発

見された方もいました。

　最後に各地区の紹介後、記念撮影をして解散

しましたが、親睦を深める良い機会だったこと

はもちろん、日頃の運動不足の解消にもなりま

した。

� 中尾�達朗

青少年指導員交流会

5月15日
交流会
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ホタルが、いっぱい！！

～ホタル観察の夕べ～

ホタル輝き
3 年　櫻井�美月 6 年　山本�悠斗

　わたしは母と妹といっしょに、ホタルかんさつの

夕べに行きました。ホタルは、東京では、光るのが

4秒と、聞いてびっくり！しました。ホタルを見お

わった後、ホタル何びきでしょうクイズをしました。

そこでわたしが「160ぴきぐらい、いるんじゃない？」

と答えました。そしたら、「160 ぴきから 170 ぴきぐ

らい。」‼と言われてびっくりしました。うれしい
きもちでも、ありました。！

　今までホタルを見たことはあったけれど、こんな

にたくさんのホタルを一どに見るのは、はじめてで

した。こんど行くときは、友だちをさそっていきた

いです。

　6月 10 日（金）�緑区の県立四季の森公園

でホタルの観察会を行いました。

　当日は曇り。温かく、風もそれほどなく、

ホタルの観察に最適な天候でした。

　13 組 44 名の参加者の皆さんには、グルー

プに分かれていただき、ホタルを探しに一

緒に散策しました。私たちの他にもホタル目当ての来園者の方々

がたくさんおられ、園内の遊歩道は真っ暗な中、静かではありま

すが、すれ違うのも大変なほど混雑していました。

　数十分の観察ではありますが、ホタルたちの小さな光はとても幻想的。身近な公園でホタルの観察ができた

ことは私たちにとっても貴重な時間となりました。� 白石�洋子

　ぼくはこの日初めてホタルをみた。すごくきれいでう

れしい気持ちになった。特に3匹以上のホタルが同時に

ひかっていたときにはおもわず声をだしてしまいました。

　ホタルの他にもカエルや虫のなき声をきいて自然

はいいなと感じました。

　他にも夜なのに明るかったりホタルが近くをとん

だりこの思い出は一生わすれないと思います。

　家族や他の参加者の人たちも楽しそうにしてました。

　またこのようなイベント（行事）に参加したいと

思います。

　沢山の思い出をつくることができました。ありが

とうございました。

ホ タ ル 観 察 の 夕 べ
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4 年　川口　叶 5 年　松﨑�由一

　わたしは、ペットボトルロケット大会を、お姉ちゃん

とやりました。わたしは工作が好きで最初かんたんだ

と思ってたらとてもむずかしかったです。

　ペットボトルでロケットを作りはじめてからだんだん

とむずかしくなってきたけどでもスタッフの人お姉ちゃ

んが教えてくれてじょうずに楽しくできました。

　かざりつけは、自分たちが好きなふうに、付けてよかっ

たので小っちゃい子でも、楽しくやってました。その後、

外にいって自分たちで作ったのを飛ばしました。3位い

ないに入れなくてくやしかった

です。コーンに、一番近かった

人の勝ちで1位の人は、25セ

ンチですごいなあって思いまし

た。また今度も、ペットボトル

ロケット大会が、あったらさん

かして、今度は、3位いないに

入ってしょうひんをもらって大

会を楽しみたいです。

　ペットボトルロケット大

会が楽しそうだなとチラシ

を見て思いました。そして

参加しました。

　はじまってすぐマニュアル

を家族で見ました。とても

むずかしいことが伝わって

きました。最初からペットボ

トルがうまく切れなかった所

をスタッフさんが使いやすいはさみを教えてくれました。そ

のあとは妹と父さんと一しょにどんどん進んでいきました。

　一時間で完成に近づいてきました。羽をつける時ス

タッフさんがきれいにはるワザを教えてくれたのでキレ

イに、ピッタリくっつきました。ビニールテープやペン

がいっぱいあったのでかっこよく仕上げました。

　ぼくは大会のルールでは1位はとれなかったけれど

まっすぐ飛んですごく飛きょりがでました。ひさしぶり

の工作だったのでとても楽しかったです。

　7月3日（日）朝、曇り空の下、青指スタッフの黄色いシャツに続き、参加者が体育館へ。大型扇風機がブンブンう

なるフロアで、こうするんだよとペットボトルにはさみを入れるお母さん。不安気に隣のロケットに目をやるお父さん。

結果は飛ばすまでわかりません。運動場の中央に目指す赤いコーンが1本。

ベテラン指導員の「まだまだ」の合図を聞きながら引き金を引く。

　勢いよく職員室に向かうロケット。見上げた空ではなく、地を這うロケット。

計測スタッフもそんなときは逃げます。手直しして二度目の発射に歓声を上げる

親子。そんなはずではと口がへの字の親子。「もう一度」「来年こそ」の声を聴

きながら表彰式。小雨のち晴れ間の覗く、羽沢小学校初のロケット大会でした。

※�岐部羽沢地区自治連合会長には準備、本番の両日とも大変お世話になり

ありがとうございました。� 谷本�秀樹

協力して作ったロケット みんなで工作

ペットボトルロケット大会

ペットボトルロケット大会
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第28期　地区別青少年指導員の紹介

左から　荒井貴子、中新井照夫、髙岡�登、◎吉村�治

（写真なし）四野見�朗

新子安

左から　◎岩崎義則、栗林正勝、松坂広宣、南場正美

子安通一丁目

左から　◎森�弘里、林元のり子、山下敏雄

入江

左から　田巻康彦、◎白石洋子、武山良男、梅津真一郎

（写真なし）�村田二郎、安藤洸太郎、渡邊雅人、菅野岩雄、

石田賢治、小林清良

神之木・西寺尾

　4月より第 28 期が始まりました。新型コロナウイルスはまだまだ猛威をふるっており、私たちの活動もこの

2年以上、大きな影響を受けてきました。できなかったことも多かったのですが、なんでもあきらめるわけで

はなく、形を変えたり、工夫をしたりと対策をとって実現しています。仲間と話し合い、相談する機会や新し

いことへのチャレンジは以前より増えたかもしれません。

　様々な困難を乗り越えて実現した行事では、子どもたちの笑顔と参加者からの励ましの声に助けられ、私た

ちも大きな達成感を得ることができています。

　これからも関係する皆様と力を合わせて、少しでも地域の役に立つ活動を行いたいと考えておりますので、

ご協力をよろしくお願いいたします。

神奈川区青少年指導員協議会会長　菅原�雅見

第 2 8 期 へ 向 け て
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第28期　地区別青少年指導員の紹介

左から　�深澤�隆、中澤慎輔、中間妙子、濵野範子、石川恵理、

大塚雅俊、◎前田�修

白幡

（左写真）左から　�◎川崎�平、玉置美保子、吉田孝之、鶴岡利則、

福田光一

（右写真）左から　小川あゆみ、山田恵子

幸ケ谷

（左写真）左から　◎柳澤直人、石井哲人、佐々木義輝

（右上写真）千々和昌明

（右下写真）濱�彩友実

神西

後列左から　齊藤亜貴子、家入吉隆、小俣雅裕

前列左から　見染ヒロ子、◎石原美子、小髙久子

松見

左から　�田口晶彦、村田光治、横田恒夫、◎成田照彦、� �

小原清司、澤田昌樹

（丸枠内）左から　菊地洋三、片岡宏一、今井禎之、八木�亘

大口・七島

後列左から　蝦名�修、櫻井和之、門屋裕文、山本博明、福本ロイ

中列左から　林�順、川口昌之、田中英紀、澤田千春、伊達なつみ

前列左から　�根本春男、稲崎昭彦、◎福井克美、砂塚和男、八島�純

（丸枠内）岡部幹彦

（写真なし）石川裕一

神奈川

◎は地区長
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第28期　地区別青少年指導員の紹介

左から　�◎中尾達朗、木口英子、国広美弥、津村彰宏、� �

薦田則享、塚田康洋

青木第二

後列左から　�鈴木輝彦、吉田浩之、澁谷武夫、河合秀治、

� 水澤奈美、長谷川光明

前列左から　佐野いほ子、◎細谷廣子、山口由華、井上�彩

（丸枠内）上岡隆之

三ツ沢

後列左から　青木孝至、田村和久、長谷川賢三、松井�誠

前列左から　大矢和雄、◎荻原彦二郎、島田�恵

（丸枠内）渡辺�哲

神北

左から　�浜田敏広、長瀨雅則、伊藤信之、◎近藤奈美江、

� 阿部秀彰

（丸枠内）沖田洋和

六角橋

後列左から　◎金古輝彦、遠藤公洋

前列左から　牧島玲子、生江真紗代、丁�嬌嬌

浦島丘

後列左から　�守田英雄、古森明雄、矢内貴敏、吉澤健一、

� 畑�智徳、斉木哲雄、金子�康

前列左から　柴田亜紀、◎原�明子、樋口正子、小松寿美子

（丸枠内）石坂優人

青木第一
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第28期　地区別青少年指導員の紹介

後列左から　�鈴木啓太、工藤拓也、伊藤�薫、永井利矢、� �

橋本英治

前列左から　◎菅原雅見、小泉真紀子

（丸枠内）八代敏郎

菅田

左から　◎吉田邦男、東田信子

三枚

佐藤�裕

協議会

左から　�壽美陽介�係長、� �

江成篤在子�課長、上段寧実

事務局

後列左から　�◎永井哲也、北村祐次、佐藤友行、菅野麻紀、

髙瀬政寿

前列左から　鈴木宏美、村田美土、北川元子、阿尾尚子

神大寺

後列左から　�貝川弘行、黒住幸光、宮田順太郎、曽我賢二、

� 松永充博

前列左から　�松江由佳理、山本有希、金子美香子、◎森本佳世

片倉

後列左から　◎谷本秀樹、村上和江

前列左から　宇佐美兼一、森川長子、黒川京子、岡安理恵

（丸枠）上段左から　河西幸一、高見由紀夫、上間正彦

（丸枠）下段左から　川口美穂、尾形俊明

羽沢

◎は地区長
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退任者感謝状授与

　6 月 25 日（土）神奈川公会堂会

議室で 3年振りに開催された全体研

修会では、三ツ沢地区で子ども食堂などを展開して

いる「ふれあいっこ三ツ沢」代表の小川真奈美氏か

ら、中身の濃いお話を伺えました。

　小川氏は三ツ沢地区の主任児童委員として「赤

ちゃん訪問員、かめっこ、キッズ立ち上げ」など、

子どもに関わる多くの活動や小学校との情報交換

で、朝食を食べておらず授業に集中できない子や虫

歯の子の増加など、生活習慣が身についていない子

が多いことに懸念を持ちました。そこで当初は小学

校近くの町内会館での朝食会を計画しましたが、集

団登校で個別対応ができないため断念。

　しかしその後、小川氏の想いを支持する人たちの

協力を得て、会場探しや資格取得、資金・食材の調

達などのハードルを乗り越えて 2017 年 9 月、つい

　4月 14 日に行われました神奈川区青少年

指導員協議会総会の席上、お二人の退任者

にその功績を称え、感謝状と記念品が菅原

会長より贈られました。

　長きに渡りご活躍いただきました川藤麻子さん

（神大寺地区）、山本文明さん（片倉地区）ありがと

うございました。� 前田　修

に東町自治会館で「子ども食堂」を開始しました。

　翌年に西町自治会館でも開始したところでコロナ

禍のため一時活動休止となりましたが、フードパン

トリー開催でしのぎ、2021 年からは三ツ沢地区の各

町内会館で「外国籍の家庭の日本語支援、学習支援、

プログラミング教室」と、各拠点で毎月 1回の活動

を行うまでになりました。

　「ふれあいっこ三ツ沢」のテーマは「みんなで食

べるとおいしいね！」というものです。核家族化が

進み「孤食」の問題もクローズアップされる現代に、

人は誰かの支えで生きていくと考え、地域で未来あ

る子どもたちを支えているとのことでした。

　私たち青少年指導員も様々なイベントで子どもた

ちと接していますが、その笑顔がその子の未来に続

くことを願って活動していきたいと思います。

� 原　明子

左から　川藤さん、菅原会長、山本さん

全 体 研 修 会

　先日、SDGsエドュケーター講座を受講する機

会に恵まれた。SDGsが叫ばれて既に7年、しか

も目指すべきゴールは2030年…。おぼろげには、

わかっているつもりだし、何を今更と思う項目も

あり、捉え方は人それぞれだと思う。つい、私ひ

とりの力で何が出来るの？って思ってしまう。し

かし、講座を受講して見方や考え方が変わった。

　17 のゴールがあり、バッジをつけている人も

見かけるが、何に力を入れているかは千差万別。

ちなみに私は「13 気候変動に具体的な対策を」

が気になる。猛暑日？酷暑日？四季が売り物の

日本が暑すぎる。エネルギーも当然ながら限り

があり、節電、計画停電⁉いつの間にか、踊ら
されているような気がする。

宇宙から日本を見ると首都圏は光って見えるら

しい。もしかしたら電気エネルギーを必要以上

に使っているのかもしれない。

　福島の田舎から都会の横浜に出てきた私は、

夜が昼間のように明るいと思った。地上が明る

いから星が見えにくい。

　小さな人間ひとりに、今すぐ出来る事が必ず

あるはず。都会の横浜に、星が瞬いて見える日

があったらいいな～って本気で考えている。

� 近藤�奈美江

編集後記


