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 Youth21ユース  
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横浜市青少年指導員大会 開催

Youth21ユース六浦地区エコハイキング「じゃがいも掘り」の集い

今回、初めての試みとして、ジュニアサマー金沢の記事を見開きで用意しました。広報部会メンバーや行事部メン
バーの協力もあり、すばらしい写真が多く集まり写真の選定に苦労しました。写真から、子どもたちの楽しい様子が伝
われば幸いです。

金沢南部地区

7月22日（土）、金沢区で青少年指導員による夜間パト
ロールが行われました。
毎年夏休みが始まる時期に行われるこのパトロール

は、青少年を取り巻く社会環境健全化活動の一環として、
各地区の社会環境の実態を把握するために行われていま
す。併せて、青少年を有害な環境から守るまちづくりを推
進するとともに、青少年指導員の活動を地域のみなさま

にアピールします。
当日は、青少年指導員が地域
で一斉にパトロールを行い、各
地域の状況（青少年のたまり場
など）の実態把握と、青少年への
声がけを行いました。

3月11日（土）、平成28年度 横浜市青少年指導員大会が横
浜市西区の県立青少年センターで開催されました。
横浜市青少年指導員連絡協議会会長、横浜市副市長から

の挨拶の後、永年勤続者として、40年・30年以上勤続の方
を含む159名の皆様、金沢区からは7名の方が顕彰されまし
た。顕彰者には、横浜市長からの感謝状が贈られました。
 記念講演は、社会教育史家の久田 邦明氏による「青少

年育成活動と地域社
会の再生」と題して行
われました。時代変遷
をふまえ、従来の青少
年育成の方法が壁に
ぶつかっていること、
現代に合った形での、
地域に根付いた青少
年育成が必要である

ことを話されました。ま
た、公益財団法人よこは
まユースの方々を迎え、
地域住民や市民活動の連
携・若者の就労支援の実
際の取り組みについてパ
ネルディスカッションも
行われました。限られた
時間で、久田先生は話し
足りない様子ではありま
したが、青少年育成活動
について大いに示唆に富
む話を聞くことができました。
参加した青少年指導員の方々が、今後の青少年育成活
動の意義・重要性をあらためて認識し、大会は盛会のう
ちに終了しました。

編集後記

金沢南部地区社会福祉協議会主催の「こどもまつり」とし
て、6月17日（土）柴シーサイドファームにてじゃがいも掘り
を行いました。当日はお天気にも恵まれ、汗ばむ陽気でした
が、183名もの方が参加してくれました。
注意事項の説明、文庫小学校の校長先生の挨拶のあと、青

少年指導員、スポーツ推進委員、文庫小学校の先生方と一緒
に柴シーサイドファームに向かいました。30分程歩いて現
地に着くと、早速いも掘り開始です。子どもたちは畑一面に
広がって一生懸命に土を掘り返していましたが、今年は例
年よりもじゃがいもを収穫することが出来ず、持参したビ
ニール袋を一杯にすることが出来ませんでした。子どもた
ちも残念がっている様子でしたが、少ししか取ることが出

来なかった子どもたちには、シーサイドファームの方から
お土産にいただいたじゃがいもを配ることが出来たので、
良かったです。いも掘り後、徒歩にて集合場所に戻ると、ゆ
でたじゃがいもが出来
上がっており、みんな
でおいしくいただき
ました。
今年も各町内会の
役員、子ども会、保護
者の方々と協力して
無事イベントを終え
ることが出来ました。

こどもまつり

統一行動パトロール

金沢シ－サイドタウン地区

4月29日（土）金沢シーサイドタウン連合自治会主催の「つ
つじ祭り」に、当地区は青少年健全育成行事「遊び天国」とし
て今年も参加しました。
会場は長浜公園内総合運動広場で、他にグランドゴルフ、

体力測定、フリーマーケット、飲食販売コーナーなどの催し
もありました。
当日は、親子連れの幼稚園児から中学生まで、子ども97

名、大人39名、青少年指導員14名を含め、総勢150名でした。
快晴に恵まれた青い空と緑まぶしいサッカー場でフリス

ビー、ペンシルバルーン、パックトンボ、ヒコウキ、的当て
ゲーム、紙芝居などのイベントを開催しました。参加してく
れた子どもたちは手作りしたヒコウキやフリスビーなどを
飛ばし、思いっきり元気に走り回っていました。

今回は、並木中学校の女子9名がボランティアとして参加
してくれました。「ペンシルバルーンを小さい子に教える
ことができて嬉しかった」「最初は不安に思っていたけど初
めてボランティア活動を経験してとても学ぶことが多かっ
た。今日は参加して良
かった」「楽しくボラ
ンティア活動ができ
た」などの感想を全員
が語ってくれました。
最後までしっかりお
手伝いをしてくれた
中学生に感謝したい
と思います。

つつじ祭り

6月4日（日）、六浦地区連合町内会及び社会福祉協議会の
主催で、青少年指導員・スポーツ推進委員・子ども会が共
催の毎年恒例のイベントが開催されました。風さわやかな
気持ちの良い快晴のもと、これまでで最も多い250名を超
える参加者が朝9時に瀬戸神社に集合しました。注意事項
を確認した後、青少年指導員とスポーツ推進委員がサポー
トして、みんながウォーキングにて柴シーサイドファーム
を目指しました。途中、海の公園で休憩を取り、約1時間半
の道のりでしたが、結構良い運動になったのではないで
しょうか。現地に集合した参加者を含めると約300名。一口
5株分が割り当てられており、レジ袋がパンパン状態で、皆
さん満足の笑顔でした。今年は直径6～7cm程度の調理し

やすい大きさのじゃがいもが多かったようです。昨年は雨
天のため中止となった恒例の自家製豚汁が参加者全員に
振る舞われ、大好評でした。これを楽しみに参加される方
も多いようです。今年
も事故なく終えたこ
と、世話役の方々だけ
でなく地域の皆さん
と交流できたことは
大変良かったです。来
年も、皆さんのご参加
をお待ちしています。

全市一斉

金沢区青少年指導員協議会研修会
6月24日（土）、金沢区役所にて、青少年指導員60名参加の

もと「金沢区青少年指導員協議会研修会」が開催されまし
た。公益財団法人よこはまユース 大槻繁美氏を講師とし
てお招きし、「青少年指導員に求められること（青少年指導
員に求められるスキル）」をテーマに講演をしていただき
ました。ご自身の長年の地域活動から得られた経験と、よ
こはまユースにおいて日頃から取り組まれている際の心
構えについての内容でした。ポイントとして「子どもの成
長は、様々な人たちとかかわり、多様な価値観や人柄に触
れ、自分の思いや感情を整理し積み重ねていくこと」が大

切であり、青少年指導
員および大人として、
「子どもたちにいろい
ろな体験を投げかける
だけではなく、その整
理にも付き合うこと」
が育成に欠かせないと
いうことを教えて頂き
ました。



－2－ －3－

ある班のスケジュール

7月29日（土）～30（日）、金沢区青少年指導員協議会主催に
よる「ジュニアサマー金沢」を横浜市野島青少年研修センターに
て開催しました。
このイベントは、子どもたちが団体行動による体験活動を通
して、たくさんのことを経験し、学んでもらいたいという考えか
ら開催しています。
子どもたちが、「社会の中でルールを守ることの重要性」「自分
で危険を察知し安全を考え行動できることの必要性」を学ぶこ
とで、「主体性をもって行動できる青少年の育成」や「周りの仲間
を思いやり、いたわり、優しさのある青少年の育成」の場になれ
ばと考えています。そんな気持ちをこめて、子どもたちと全力で
向き合いながら、このイベントを開催しました。
今回は募集開始初日に申込み定員に達するほどの人気ぶり
で、60名の子どもたちが、青少年指導員と、看護師の方と共にイ
ベントを楽しみました。子どもたちにとって「夏の楽しい思い出
のひとつ」になったと思います。

ジュニアサマージュニアサマー20172017 金 沢

 8:00…団結式
 9:00…野島フォトラリー
 12:00…昼食（カートンドック）
 13:00…カヌー体験
 15:00…漁師体験
 17:30…夕食（カレー）
 19:00…キャンプファイヤー
 20:00…入浴
 21:00…班長会議
 22:00…就寝

 6:00…起床　
 6:30…ラジオ体操
 …仕掛け引き上げ
 7:00…朝食
 8:00…清掃
 9:00…やまだようじ先生の授業
 12:00…昼食（バーベキュー）
 13:00…磯遊び
 15:00…感想文作成
 16:00…解団式
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今回、初めての試みとして、ジュニアサマー金沢の記事を見開きで用意しました。広報部会メンバーや行事部メン
バーの協力もあり、すばらしい写真が多く集まり写真の選定に苦労しました。写真から、子どもたちの楽しい様子が伝
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金沢南部地区

7月22日（土）、金沢区で青少年指導員による夜間パト
ロールが行われました。
毎年夏休みが始まる時期に行われるこのパトロール
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員に求められるスキル）」をテーマに講演をしていただき
ました。ご自身の長年の地域活動から得られた経験と、よ
こはまユースにおいて日頃から取り組まれている際の心
構えについての内容でした。ポイントとして「子どもの成
長は、様々な人たちとかかわり、多様な価値観や人柄に触
れ、自分の思いや感情を整理し積み重ねていくこと」が大

切であり、青少年指導
員および大人として、
「子どもたちにいろい
ろな体験を投げかける
だけではなく、その整
理にも付き合うこと」
が育成に欠かせないと
いうことを教えて頂き
ました。


