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盛り上げよう知恵と笑顔で！ キミたちのヤングフェスティバル！

参加者募集!!
中学生スタッフ

問合せ先：実行委員会事務局　生涯学習支援係　宍戸、山口　894-8395

開催予定日 日

SAKAE 2018

第67回　社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

「社会を明るくする運動」は、犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪や非行のない地域社
会を築こうとする全国的な運動です。
栄区でも、自治会町内会、保護司会、

更生保護女性会が中心となり、講演会や
イベントなどの活動を行いました。

※写真は昨年度のものです。

秋以降の７地区の

行 事 予 定

あとがき
今年の夏は、特にイベントが集
中する時期のお天気が不順で、各
地区の活動においても大変苦労し
ました。晴れていてもゲリラ豪雨
や落雷などに油断もできず、天気
予報に一喜一憂の日々でした。こ
れからの秋冬の行事、3月のヤン
グフェスティバルは、お天気に恵
まれるよう願っています。
� 広報部会長　渡辺　洋輔

部会長	 渡辺　洋輔
オブザーバー	 松尾　悟
副部会長	 松村　幸四郎
副部会長	 村松　弘一
副部会長	 七宮　正行
豊田地区	 吉野　勇治
笠間地区	 田渕　泰徳
小菅ケ谷地区	 横山　雅光

広報部会員紹介

小菅ケ谷地区	 梶川　浩
本郷中央地区	 川上　裕臣
本郷中央地区	 冨永　和博
本郷第三地区	 石渡　洋之
本郷第三地区	 竹井　豊
上郷西地区	 井部　啓子
上郷西地区	 坂田　直正
上郷東地区	 乾　進
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12月3日�
クリスマスキャンドル作り
12月24日�
しめ飾り教室
2月18日�
春のレクレーション

12月23日� �
しめかざり作り
1月14日�
どんど焼き

10月22日�
野外を楽しもう（芋掘り）
12月2日�
アート教室（スノードーム作り）

1月14日�
どんど焼き
2月4日�
ペアクイズラリー

10月22日�
かみごう☆子どもキラキラフェスタ
11月25日�
陶芸教室

11月18日� こども陶芸教室
12月2日� こども料理教室
1月8日� どんど焼き
2月24日� 木の実のクラフト教室

10月8日� �
小菅ケ谷レクレーション
12月3日� �
こどもデイキャンプ
1月初旬� �
さいと焼き

キャンドル作り しめかざり作り

野外を
楽しもう

アート教室

ペアクイズラリー

どんど焼き
名作、迷作作りましょう。

ヤキトリ
出店します。

木の実のクラフト教室「みんながんばれ」「入れっ！！ いっぱい入れよう」

キャンプ in 野島
7月15日～16日

笠間デイキャンプ 7月22日
夏休み映写会 7月29日

庄戸夏祭り
8月12日～13日

地引網
９月３日　辻堂東海岸

のんびりクッキングで
夕食はカレーライス

西本郷中ボランティア
の協力もあり、100 名
超の小学生が充実し
た一日を過ごしまし
た。

上郷中学校の
吹奏楽部の演奏

主な活動：
⃝�第67回社会を明るくする運動講演会開催
⃝�豊田地区社会を明るくする運動�
地域のつどい開催

⃝�小菅ケ谷地区社会を明るくする運動フェア
⃝�笠間デイキャンプ
⃝�本郷中央地区桂台祭り

今年もがんばりま
した。

愛のパトロール
７月中旬～８月実施

夏休みキャンプ
8月5日～7日
道志村水之元
キャンプ場

お天気は回復しました
が、波が高くて残念
な成果でした。
それでもみんなで盛り
上がりました。

マスのつかみ取り。
初め怖がっていたが、
捕まえ「ヤッター !!」
の歓声。



・・・私たち青少年指導員は、地域の小中学生とのコミュニケーションを大切にします。
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私たちの豊田小学校 明治 25 年（1892 年）３月　尋常豊田小学校として新設

私たちの西本郷小学校 昭和 31 年（1956 年）４月１日　開校

上郷西青指の夏は、横浜市少年自然の家「赤城林間
学園」での「夏季子どもキャンプ」で始まる。毎年、
雨の心配をしながらも予定完結、梅雨に負けない子ど
も達の、我々の元気の証明。
子どもキャンプが終われば上郷西連合町会の夏祭り。

「やきとり、焼きそば」を出店。キャンプに今年参加した
子ども達、もう中学生、高校生になった子ども達、そし
て今年は上郷小生徒たちのスーパータッチラグビーの子
ども達、保護者もが応援に駆けつけてくれました。
そして、夏の終わりは「三世代交流早起きラジオ体

操」（スポーツ推進委員、子ども会、シニアクラブ、青少年指導員共催）主力は一世代目と三世代目ではあるが、
今年も沢山の参加をいただきました。感謝です。

校章の由来
学校名の頭文字 ( 豊 ) を中央に描き、また、学区域に水田が多かったので、豊かな実りを期待して稲

穂で囲んでいます。この稲穂は、学問の成就を表しており、校章全体が円形なのは、円満な人格と社会
への広がりを示しています。

学校の紹介　～豊かにかかわり、じっくり考える☆（キラッと輝く）豊田っ子～
⃝子どもたちが学習材と豊かに関わり、知的好奇心を発揮し自分の問題として、友達と協力して学習を進めています。
⃝自分の健康や体力に関心をもち、基本的生活習慣の確立や生活の中に運動を取り入れる実践力を育成しています。
⃝人との関わりや体験活動を通して自己肯定感を高め、自分も相手も大切にする心情を育てています。
⃝創立 126年目で、古くから地域に支えられて活動しています。

学校の紹介
横浜市立本郷小学校は、学区中央（現栄区役所周辺）に海軍燃料廠が作られたため、学区が二つに分かれ

た上に、住宅が増え、児童数が激増しました。そこで、昭和 14年、笠間方面に新しく学校を作ることにな
りました。しかし第 2次世界大戦が始まり、この計画は中止されました。大戦が終わり、昭和 27年 3月、
分校設置委員会が作られ、本郷地区住民に 112万円募金を呼びかけ、用地を買収、9月 22日に本郷小学校
西分校が開校されました。この日を記念して開校記念日と定められました。
そして、昭和31年4月1日、横浜市立西本郷小学校として開校。（横浜市立本郷小学校西分校から独立開校）

運動会
各色、力を合わせて大玉ころがしを行っています。様々

な競技や演技が盛りだくさんです。

あいさつ運動
福祉委員会が、昇降口

で呼びかけています。

昨年度の創立 60周年記念運動会

たてわりなかよし活動による
全校遠足（舞岡公園）

今回の研修は、従来各地区で担当別にメニュー構成を行っていましたが、全地区同じメニューを作ることになり
ました。今回の研修は、よこはまユースから講師 2名を招き、2部構成で行いました。
1部では、まき割から始まり、野外炊飯を行いました。メニューとして、カレー、ナン、カートンドック、蒸ケーキ、
と調理数が多く大変でしたが、全地区同じメニューを作るこ
とで地区による特性が出ていて興味深い研修となりました。
2部ではレクリエーション研修を行いました。葉っぱや、

木にシールを張り動物に見立てる遊びや、グループごとに
公園に隠されたものを探す人が、回収する人を呼ぶ合図の
言葉など、色々あり盛り上がっていました。バス内で行う
レクについては、諸事情により難しくなったようでした。
時折雨が降る天候でしたが、レクを含め今後に生かせる研
修会となりました。� 研修部会一同

第 3回全員研修会の開催報告（6月 25日）

なかよしハイキング
全校児童で舞岡公園まで徒歩で出かけます。縦割りのグ

ループで楽しく触れ合える機会になります。

豊田小学校のホームページ ▲ ▲ ▲

西本郷小学校のホームページ ▲ ▲ ▲

全校読み聞かせ
今年も、図書ボランティアの方々が、水曜日朝（月２

回程度）、各学級で学年に合わせた本の読み聞かせをし
てくださいます。今年
度、初回は、体育館で「セ
ロ弾きのゴーシュ」の
全校読み聞かせをして
くださいました。

各学年の児童や地域の方々の素晴らしい作品を体育館に展示して、鑑賞します。

あいさついっぱい�みんながえがお�西本小

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/toyoda/

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/nishihongo/

上郷西地区の夏の行事報告

夏季子どもキャンプ
7月15日～17日

夏祭り
7月29日～30日

三世代交流早起きラジオ体操
8月16日～20日


