
平成30年度　横浜市青少年指導員大会

オープニング

ゆるキャラがお出迎え
今年ラグビーＷカップの試合が行われる日産スタ

ジアムや野球、サッカー、陸上、テニス、バスケット
ボール、スケボーなどの運動施設が沢山あるのが新
横浜公園です。新横浜公園には、横浜スタジアムと
ほぼ同じ大きさの草地広場があり、週末はボール遊
びをしたり、鬼ごっこをしたりピクニックを楽しんでい
る家族で賑わっています。冬は凧揚げで楽しんでいる子供の姿がみられます。凧揚げできるような広い公園はなかなかな
いので、貴重な凧揚げスポットですね♪去年から新横浜公園で花火大会も始まりました。夏の夜の楽しみもできましたね。

ホームページのイベントカレンダーを見て、ぜひ家族で遊びに行ってみてください！（IT）

平成 31 年１月 14 日 ( 月 )、横浜アリーナにて「成人の日を祝うつどい」が
開催されました。約 37,000 人が新成人となり、午前午後の２部制で実施され
ました。朝８時半、市内各区より72 名の青少年指導員が集合し、黄色いスタッ
フジャンパーを着用して、式典での新成人の客席誘導を行いました。緊張して

いたせいか午前の部では誘導に手間取りましたが、午後はス
ムーズに行えたように思います。

今年の成人の日を祝うつどいのテーマは「開国」。新成人が
新たな世界の扉を開く、という意味が込められているとのことです。途中、式が中断されましたが、多く
の新成人は、新たな世界に向かっていこうと、希望に満ち溢れた晴れやかな表情で式に参加していたよう
でした。30 分程度の式典でしたが、参加された新成人にとって節目の一日になったと思います。（HK）

平成 31年３月９日（土）、神奈川県立青少年センターにて
「平成 30 年度　横浜市青少年指導員大会」が開催され
ました。

主催者あいさつでは、横浜市青少年指導員連絡協議会
会長　柳澤直人より「五十周年を終え、新しい一歩を踏み
出す」と力強い宣言をされました。

続いて永年勤続者顕彰では、総勢159 名が表彰されま
した。（港北区は７名）

記念講演では「地域住民が支える校内居場所カフェの実態から学ぶ中高生との関わり方」
と題して、ＮＰＯ法人パノラマ代表　石井正広氏より興味深いお話を頂きました。ひきこもり
にさせない予防支援に取り組むＮＰＯ法人パノラマを設立し「高校内居場所カフェ」などの支
援をしているそうです。

地域の大人たちと学校内にカフェを開き、子どもたち自身では気づけない問題や悩みなどを話せる機会を作ってあげるこ
とで「信頼貯金」を貯めることができ、その信頼関係から子どもたちのＳＯＳをキャッチできると話されました。

今大会を終え、子どもたちに何をしてあげられるのかを今まで以上に考えて、これからの活動に取り組んで行きたいと思
わせる大会でした。（KK）

第51回（平成30年度）神奈川県青少年指導員大会

新横浜公園
JR小机駅 徒歩7分　

地下鉄新横浜駅 徒歩12分
JR新横浜駅 徒歩14分
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　　2018ふるさと港北ふれあいまつり・
　　　　　　　　　全市統一行動キャンペーン　

成人の日を祝うつどい

平成 30 年 10 月 20 日（土）、「ふるさと港北ふれあいまつり」が新横浜
駅前公園にて開催されました。わくわくステージでは太鼓や踊り、キャラク
ターショーなどのイベントが次々披露され、大変な盛り上がりでした。区内
の自治会町内会 • 行政 • 各種団体など 80 を超えるブースが出店し、人気
のブースには長蛇の列ができていました。

青少年指導員はわくわく抽選会を担当し、ブースでは飲み物と山形名物
玉こんにゃくを販売しました。山形から取り寄せた玉こんにゃくとタレを使い
本格的な味で、お土産用に大量に持ち帰る人もいました。

また、会場入り口で青少年指導員の活動を PR する全市統一行動キャンペーンを実施しました。
天候にも恵まれ楽しい「ふるさと港北ふれあいまつり」でした。参加された皆様ありがとうございました。（AS）

県央エリアのマスコットキャラクターに出迎えられ、平成30年11月18日（日）　
第 51 回　神奈川県青少年指導員大会が、「子どもたちの未来の応援団　～私たち
青少年指導員に求められること～」をテーマに、厚木市文化会館 大ホールにて
開催されました。

オープニングは青龍太鼓保存会による「清川村青龍太鼓」が披露されました。
天保の頃より続く雨乞いの行事を基とし、現代風に再現された青龍祭から生まれ
た創作太鼓が「青龍太鼓」です。

主催者・来賓挨拶につづいて感謝状贈呈式が行われ、県内 66 名 港北区からは
４名の青少年指導員が表彰されました。

活動事例発表では、座間市青少年指導員協議会そして綾瀬市青少年育成員協
議会より映像を生かした活動報告がありました。座間市青少年指導員協議会は、
代表メンバーで挑戦している人形劇のダイジェスト版動画が披露されました。
綾瀬市青少年育成員協議会からは「ふれあい探検ウォークラリー大会」や「親子
手づくり教室」の様子が紹介されました。

つづいて、県立青少年センター指導者育成課　主任専門員　川手隆生氏による
「信頼して任せることで、子どもは元気に育つ」をテーマに講演がありました。
激動の時代を子供たちが生き抜くために、「自己肯定感を高めること」「選択する力」「課題を解決する力」「つながる力」
が必要とお話しくださいました。これらを養うために「子どもの参画」「体験学習」がキーワードとなり、子どもに
できること大人がすべきことを考えて進めていくことが大切とのことでした。

次回の第 52 回大会は１１月９日（土）に横浜にて開催です。私たちはどのような活動を報告できるでしょうか、
頑張りましょう。（HH）

平成30年度  永年勤続者顕彰
～ 25年以上表彰 ～ 

 石井　一也 （篠原）

 川上　富雄 （篠原）

～ 15年表彰 ～ 
 鈴木　由美子 （日吉）

 原　美代子 （日吉）

 加藤　和弘 （綱島）

～ 10年表彰 ～ 
 羽鳥　知宏 （大倉山）

 鈴木　完治 （新吉田あすなろ）

※25年以上表彰は退任者が対象

新横浜公園

編集後記　　新元号になり、記念すべき最初の発行です。何かのテレビでやっていましたが、大きなものを区切った
り、括ったりするのは人間の思考としては自然な行為みたいです。何か新しいことをやろうとする場合は、そういう
仕切り直しも必要ですね。ただし、過去をふりかえらず、名前だけ変えても意味はありません。港北青指も、一度
立ち止まって、新しい時代に向けて変革にチャレンジしていこうと思います。（HM）

スタッフの集合写真

草地広場から運動場を望む

港北青指14港北青指

発行者
港北区青少年指導員協議会
編集　広報委員会
事務局
港北区大豆戸町26－1
港北区役所地域振興課内
TEL	045－540－2240
FAX	045－540－2245

港 北 青 指
港北区青少年指導員協議会広報紙

第　43　号
令和元年５月 発行

２
面・３
面
で
自
然
体
験
教
室
の
様
子
を
紹
介
し
て
い
ま
す
！
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自然体験教室は楽しかったですか？Q

・みんなで教え合い、きれいな作品を作ること
　ができた

万華鏡作り

全体の感想
・さるすべりの木はどんなのか、カピバラや
　カンガルーの毛質が学べた
・友達との交流が楽しかった
・自然がもっと好きになれました

A 約80%がとても楽しかった
と回答！
楽しくなかったは０人
（99人中 92人回答）

子どもたちからのアンケート
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子どもたちからのアンケート

バス乗車…合計135人

師岡 
10人（４人）

樽町 
９人（３人）

日吉 
９人（３人）

大曽根 
２人（２人）

城郷 
８人（３人）

綱島 
10人（４人）

新羽 
９人（３人）

新吉田 
10人（４人）

高田 
11人（３人）

あすなろ 
10人（２人）

菊名 
７人（３人）

篠原 
４人（２人）

※（　）内は青少年指導員人数

区役所に集合 乗車出発（バス３台） 自己紹介 入口ゲート オリエンテーション アンケート記入 帰着（区役所南門）記念撮影万華鏡作り 昼食 自由時間

ふれあい動物村

チューチュートレイン

カピバラ 芝そりゲレンデ

平成30年11月3日（土・文化の日）港北区青少年指導員協議会は、区内の小
中学生約100名を引率し、横須賀市の相模湾に面した「長井海の手公園・ソレ
イユの丘」において、平成30年度自然体験教室を実施しました。

区役所広場で開会式を行い、大型バス3台に分乗し目的地に向かいました。
バスには複数の地区の子どもたちが乗り込み、クイズ等で盛り上がった楽し
い時間を過ごしました。

到着後オリエンテーションを行い、クラフト体験（万華鏡づくり）を楽しみ
ました。約30分の短い時間でしたが、みんな真剣に取り組み個性的な万華鏡
が完成しました。レストラン前広場で撮影した集合写真は、みんな楽しそう
ですね♪その後地区ごとに昼食（お弁当）を食べ、ソレイユの丘の広い敷地内
で、自然に触れ、動物に触れ、遊具で遊んだりと自由時間を過ごしました。

あっという間に帰り道。曇り空で肌寒い一日でしたが、楽しい自然体験教
室でした。（KK）

第10回第10回 （長井海の手公園 ソレイユの丘）

横須賀市西部、 長井地区の小高い丘に位置し、 21.3haの広大な敷地の中
で食～農業～クラフト～動物とのふれあいなどが体験で きる公園である。
南フランス～ブロヴァンス地方をモチーフにして作られており、 石畳の道
～レンガ造りの建物などが特徴。
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