
２
面・３
面
で「
区
制
80
周
年
記
念
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
ロ
ケ
ッ
ト
大
会
」を
紹
介
し
て
い
ま
す
！

師岡町梅の丘公園は、2015 年に開園した、公営の市民農園付き公園です。
特色は、みどり税を財源とした「みどりアップ計画」の一部である農業体験で
す。事前に応募が必要で倍率が高く、大人気です。
また、地域と協力し、一年を通して四季折々の野菜収穫体験・映画会・音楽祭・

ミニ門松作り等イベントを開催しています。他には、仲町内会での、スタンド
パイプ訓練も行っています。
散策路園内は、市に委託された業者により管理され、花壇や植栽が手入れ

されており、高台からの眺めも良く、鶴見川方面を一望できます。ぜひ一度、
足を運んでみて下さい。（CE）

横浜市青少年指導員永年勤続者顕彰
20 年顕彰者

萩間　光明（綱島） 木曽　孝宣（大曽根）
杉原　真由美（大曽根）

10 年顕彰者
伊東　栄子（日吉） 那須　美奈子（日吉）
井上　みどり（日吉） 荒川　美紀（日吉）
関　　一智（綱島） 笹川　明子（大曽根）
秋山　英夫（樽町） 一寸木　美代子（菊名）
高富　義昭（大倉山） 小倉　りみ子（篠原）
宮田　　守（篠原） 中山　千加子（城郷）
青柳　道雄（新吉田） 山口　まどか（高田）
原　　真理子（高田）

令和2年「成人の日」を祝うつどい
令和 2年1月13 日（月・祝）、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。横浜市では 37,325人が成人となり、午前の部・午後の部を合
わせて約 25,000人が参加した全国最大の成人式です。
第1部は市長あいさつや「新成人の誓い」の式典、第 2部は新成人を中心とし

た記念行事実行委員会の企画による「平成の振り返り」が行われました。大型モニ
ターを使ったクイズ形式で20年間を振り返り、横浜市出身の著名人からのメッセー
ジが紹介されました。最後にはピカチュウの登場で盛り上がりました。
青少年指導員は会場内誘導で協力しました。何度目かの成人式を迎える私たち

も、二十歳のころを思い出し、初心に帰ることのできた一日でした。（ＨＨ）

令和元年 11月 9日（土）、「第 52回神奈川県青少年指導員大会」が県立青少年センタ
ーに於いて開催されました。オープニングイベントとして横浜DeNAベイスターズチア
スクールのメンバーがチアダンスを４曲披露してくれました。
最年少４歳児から中学３年生の総勢約50名パフォーマンスでパートごとに披露された

パフォーマンスはとてもキレがあり、統率され、素晴らしかったです。
オープニングの後には、開会式と表彰式が行われ、各地域より計 60名の方が令和元年

度表彰を受賞されました。
青少年指導員活動例発表は鶴見区と保土ヶ谷区が担当でした。鶴見区では指導員全員が「研修部会」「事業部会」「広報・調

査部会」の３つの部会のいずれかに所属して活動しています。全体で行う活動としては「区民まつりへの参加」や「中
学校生徒交流の集い」などがあります。
保土ヶ谷区は各地区の地元自治会の中での活動の他、全体で行う活動としては「保土ヶ谷区手作り紙ヒコーキ大会」「子

ども科学教室」「ほどがやバンドバトル」「保土ヶ谷新春かるた大会」「理論研修会・実技研修会」の 5つがあります。
基調講演は都筑多文化・青少年交流プラザ館長　林田　育美氏を迎えて、『青少年の「挑戦」を支える地域～「はぁと de

ボランティア」の想い～』が行われました。
「はぁと deボランティア」とは中高生のためのボランティア体験で参加者たちにはいくつかある項目の中で自分が参加で
きるものを決めてもらいます。その体験を基に次年度の「はぁと deボランティア」のプログラムを企画・実施することで活
動をステップアップさせている参加者も多いようです。
地域としては、 ・子どもたちの多様性を受けとめる事
 ・青少年の成長を支える事
 ・「地域のつながり」　　　　　　　　　を次世代に残すことをめざしています。
社会が変化していく中で、「はぁと」の理念は守りつつ、進化させる部分とそうでない部分を見極め、バランス感覚をもっ

て進んでいく、次回開催は横須賀三浦地域です。（YT）

港北区青少年指導員協議会会長
白石　友惠

昨年は、区政 80周年記念の年で、青
少年指導員活動に於いても「ペットボト
ルロケット大会」では、参加者に楽しん
でもらえるよう、実行委員会と共に企画
致しました。また、地域や港北区子ども

会連絡協議会の協力を得て、多数のブース出店で賑やかに
開催することが出来ました。
「自然体験教室」では、子ども達と共に貴重な植樹体験
ができた事も想い出のひとつです。
26期で退任された青少年指導員の皆様、ご協力大変あ

りがとうございました。
今期も、区会長として留任させて頂きましたが、令和２

年度が新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発令
で始まり、その影響で外出自粛と三密を考慮しながらの活
動ですが、子どもたちと青少年指導員全員の安全第一と感
染防止対策を考えながら進めていきたいと思います。
　早急に新型コロナウイルスが終息し、青少年の健全育

成活動が十分にできるよう願っています。
　第 27期の役員・広報委員・実行委員・青少年指導員

の皆様のご支援、よろしくお願い致します。

日　吉 伊東　栄子 
綱　島 竹生　惠子 監　事
大曽根 吉田　哲也 副会長
樽　町 阿部　誠吾 
菊　名 小澤　純子 会　計
師　岡 白石　友惠 会　長
大倉山 平岡　哲夫 
篠　原 安藤　健司 
城　郷 梶原　啓嗣 
新　羽 豊岡　　修 副会長
新吉田 伊藤　伸彦 会　計
新吉田あすなろ 諸橋　則子 監　事
高　田 荒川　進孝 

 26 期で退任された地区会長 
日　吉 鈴木　由美子
樽　町 嶋村　公
大倉山 佐々木　貞貴

第２７期スタートにあたって 第27期港北区青少年指導員協議会
地区会長紹介

神奈川県青少年育成活動推進者表彰
安藤　健司（篠原）

※令和２年２月16日(日)の令和元年度神奈川県
青少年育成活動推進者表彰式において表彰。

神奈川県青少年指導員表彰
杉原　真由美（大曽根）

※令和元年11月９日(土)の第52回神奈川県青少年
指導員大会において表彰。

令和元年度　表彰者紹介

全市統一行動キャンペーン

第52回神奈川県青少年指導員大会

例年はふるさと港北ふれあいまつりにて活動を行っていましたが、令和元年度はまつりの開催時期が 11月の子供・若者
子育て支援強調月間に合わなかったため、各13 地区で行うイベントにてキャンペーン活動を行いました。
ポケットティッシュやバンドエイド、啓発チラシを配り、青少年の豊かな成長のために大人から行動することが大切だと呼

びかけました。（青指協事務局）

地　区 氏　名 役　職

　港北区青少年指導員は2020 年度に委嘱替え
が行われ、広報委員も新体制で活動をスタート

していますが、新型コロナの影響でほぼ活動ができていません。幸い
にも、昨年度に実施できた活動分で本号は発行することができました
が、次号の目処は立っていない状況です。
ソーシャルディスタンス、3密を避ける、生活様式も変わりつつあります

が、広報活動も新しいスタイルを模索していく必要がありそうです。（HM）

編集後記

師岡町梅の丘公園師岡町梅の丘公園
バス停「表谷戸」から 徒歩3分バス停「表谷戸」から 徒歩3分
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新羽地区青少年指導員協議会
師岡地区青少年指導員協議会

大曽根自治連合会
樽町さわやかスポーツソフトバレーボール

港北区子ども会育成連絡協議会

順位 氏　　名 地区 得票数

港北区長賞　　 矢部　由里子 菊名 44票

ふるさと港北ふれあいまつり
実行委員会会長賞 石井　青葉 菊名 35票

港北区青少年指導員協議会会長賞 吉澤　直樹 新羽 28票

ミズキーとたかたんが見守る中ミズキーとたかたんが見守る中
選手宣誓選手宣誓

次回は100ｍ超え狙います次回は100ｍ超え狙います

記録更新記録更新

発射！飛べー！発射！飛べー！

まだだよ、まだまだまだだよ、まだまだ

青空のもとペットボトルロケットは青空のもとペットボトルロケットは
空を舞います空を舞います

「1.5ℓサイズペットボトル的当てゲーム」「1.5ℓサイズペットボトル的当てゲーム」
このネットに当たれば・・・いただき！このネットに当たれば・・・いただき！

アイディアいっぱいのカラフルなロケットがアイディアいっぱいのカラフルなロケットが
そろいましたそろいました

ネットにGo!（参加者：36人）

順位 氏　　名 地区 飛距離
１位 鈴木　歩太 日吉 96m30㎝

２位 鳴海　結衣 樽町 90m20㎝

３位 矢部　由里子 菊名 90m20㎝

距離部門（参加者：215人）

出店風景（出店ブース：5団体）

デザイン部門（参加者：12人）

お昼においしくいただきましたお昼においしくいただきました
次回もよろしくお願いします次回もよろしくお願いします

鶴見川舟運復活プロジ
ェクト様に

ご協力いただきました

※2011年の15回大会（94ｍ20㎝）以来
　久しぶり90ｍ超えです！
※いつもの優勝ライン「87ｍ」超のロケットが
  「７機」も出ました！

今年は
来ないね～

令和元年11月４日（月）鶴見川樽町公園にて港北区政80周年記念　第23回ペットボトルロケット大会が開催されました。
例年と異なり11月に開催されたことと、何よりも「500㎖」サイズのペットボトルロケットの大会となったことが注目
また今回は「デザイン賞」に加え「ネットにＧｏ！(1.5ℓサイズペットボトル的当てゲーム)」が行われ大会は大盛況
さわやかなお天気のもと、各地区有志の出店でおいしいもの（焼きそば、磯部焼き、じゃがバター等）をいただき、ロケットの飛距離「96ｍ」を記録! 11月の大会ありですね!

ペットボトルは大切な
リサイクル品です

ペットボトルの出し方のお願い
ペットボトルは軽くすすいで、キャッ
プとラベルをはずしてください。
(キャップとラベルはプラスチック
製容器包装へ出してください。）

へら星人  ミーオ

港北区制80周年記念 第23回ペットボトルロケット大会第23回ペットボトルロケット大会
★

★
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