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夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出
2013 夏休みキャンプ 世附川ロッジ
7月 28 日～ 30 日

地 区 の 夏 の 行 事

各地区の秋と冬の行事各地区の秋と冬の行事

第３回全員研修会を開催しました。
　平成２５年６月２３日（日）に第３回全員研修会を千秀センター（栄区田谷町）にて開催しました。今回は、夏休みの地区活動に向けて、野外研
修を行いました。前半は野外調理実習を、後半は講師を招いて「ＫＹＴ（危険予知トレーニング）」と「自然とふれあうアクティビティ＆プログ
ラムデザイン」についての講習を受けました。
　今回の研修会を通じて、栄区内の青少年指導員同士が地区の垣根を越えてコミュニケーションをとることができました。また、危険予知や自
然との触れ合い方について、子ども達に楽しく効果的に伝える方法を学びました。今回学んだことは、各自、地区活動の中で活かしていきます。
　青少年指導員は今後も、より効果的に青少年の健全育成活動を行えるよう、各地区のコミュニケーション、スキルアップを図るための研修会
を実施していきます。 研修部会

　「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っています。

第63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～

　あとがき
　記録的な暑さとなった気候変化
に不安の残る夏となりましたが、子
供達にとって楽しい思い出に残る
夏となったでしょうか？
　秋冬も各地区多くの行事を企画
しており、今後とも青少年活動にご
理解とご協力を頂きますよう宜し
くお願いいたします。

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！ＳＡＫＡＥ
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中学生スタッフ参加者募集中学生スタッフ参加者募集
開催予定日：2014年3月23日（日）

お問合せ先：実行委員会事務局　生涯学習支援係　加藤、山本　894-8395
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本郷中央地区本郷中央地区

笠間地区笠間地区

 1 月 12 日 （日） どんど焼き
 ２ 月 9 日 （日） ペアクイズラリー

 10 月 12 日 （土） 料理教室
 11 月 16 日 （土） 陶芸教室
 1 月 12 日 （日） どんど焼き

※写真は昨年度のものです。

世附川で川遊び。
「じゃんけんで負け
たらドボン」
大いに盛り上がりま
した‼

キャンプ in 野島
7月 13 日～ 14 日本郷中央

地区
本郷中央
地区

沢山のアサリが取れ
たので翌朝はスープ
を作りました。また、
大きなバームクーヘ
ンも作りました。

夏休み映写会
7月 27 日笠間

地区
笠間
地区

「今年は、カンフー
パンダでした。暑
かったけど、ジュー
スもたくさんあっ
て、楽しかった。」

地域でつながるラジオ体操
8月 4日、11 日、18 日小菅ケ谷

地区
小菅ケ谷
地区

「炎天下でのラジオ
体操　一生懸命やる
と　結構疲れるんだ
よね」

地引網　辻堂東海岸
7月 20 日本郷第三

地区
本郷第三
地区

大漁！大漁！で
大満足
アジ、シラス、でっ
かい鯛も獲れたよ～

横浜市少年自然の家 赤城林間学園
7月 13 日～ 15 日上郷西
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上郷西
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「キャンプが始まる、
さぁ、皆で作ろうパ
ンとうどんを、焼い
て食べよう BBQ、助
け合いだよ川遊び。」

バスハイク
（宮ヶ瀬ダム、あいかわ公園）
 8 月 20 日

上郷東
地区
上郷東
地区

①ロードトレイン
「愛ちゃん号」で
移動
②宮ヶ瀬ダムを背景
に全員集合

栄区連承認61号2013年（平成25年）11月1日2013年（平成25年）11月1日

各行事については、回覧
やポスター等をご覧くだ
さい。

しめ飾り教室しめ飾り教室

さあ，これから出発だ！作戦とウォーミングアップ
ばっちり。
さあ，これから出発だ！作戦とウォーミングアップ
ばっちり。

クイズラリークイズラリー

小菅ケ谷地区小菅ケ谷地区

さいと焼きさいと焼き

クリスマスグッズ作りクリスマスグッズ作り

野外を楽しもう野外を楽しもう

上郷西地区上郷西地区
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本郷第三地区本郷第三地区
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クリスマスパーティークリスマスパーティー

どんど焼きどんど焼き

千秀小 飯島中 飯島小 豊田小 小山台中 小山台小 小菅ヶ谷小 本郷台小 笠間小 西本郷小 西本郷中

本郷特別
支援学校 本郷中 本郷小 公田小 桜井小 上郷中 桂台中 桂台小 上郷小 庄戸中 庄戸小 12 月 1 日 （日） クリスマスリース作り

 12 月 22 日 （日） しめ飾り教室
 ２ 月（日にち未定） 遊び会

 10 月 13 日 （日） 小菅ケ谷レクレーション
 1 月 （日にち未定） さいと焼き

 11月 23 日 （土） 野外を楽しもう
 12月 7 日 （土） アート教室

 12月 23 日 （月・祝） しめかざり作り
 1 月 12 日 （日） どんど焼き

 11月 17 日 （日） 陶芸教室
 12 月 14 日 （日） クリスマスパーティー

小菅ケ谷レクレーション小菅ケ谷レクレーション
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私たちの上郷小学校 平成18年（2006年）4月1日開校 上郷小学校のホームページ　http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/kamigo/

・・・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。

校章の由来
　「青い空　緑の木の葉　富士の山　三校統合の三つの輪　末広がりの上郷」
　青い空と緑の木々に囲まれた自然環境の中にある上郷小学校をイメージしています。また、本校は、犬山小学校、矢沢小学校、
野七里小学校の三校の子どもたちが集まって誕生したことから、三つの輪としました。この輪には、『和』みんな穏やかに　『輪』
手を取り合い　『環』安全に過ごせる環境　の願いもこめられています。中心にある上郷の文字は、末広がりの期待を込め安定
感のある太いデザインとし、「上」の文字には、学校から望める富士の山を配しました。

そうじ交流（1年生と6年生）
　最上級生として、1年生に
そうじの仕方をやさしく教え
ています。

代表委員会
　高学年になり、学校全体の
ことを考えた意見が出せるよ
うに努力しています。

幼保小連携事業
　近くの幼稚園や保育園との
交流。5年生がソーラン節を
教えています。

運動会（3色対抗）
　応援団を中心に各組で団結
して、運動会を盛り上げよう
と、応援の練習に励んでます。

学校の紹介
　上郷小学校の昇降口を入ると、海の魚、ヤドカリ、イセエビ、大きなうなぎなど上郷水族館の魚たちがお出迎え。そして、上郷中学校とは、
2階の渡り廊下で行き来ができるようにつながっています。また、校舎内の各学級には、壁やドアがなく教室と廊下が一体化しているオー
プン教室になっています。教室の黒板は、ホワイトボードになっており、床は絨毯なので清掃は各学級とも掃除機で清掃をしています。
　校舎の中は児童が毎日一生懸命掃除をするので8年たった今も、とてもきれいで明るいです。
　全校児童は609名。各学年3クラスで、縦割り班の活動をすることで異学年の交流を行っています。
　近くの幼稚園や保育園との交流も盛んです。園児が 1年生に入学するときに安心して入学できるように全校での交流を続けています。
上郷小の児童は、みんな明るく元気いっぱいに学校生活を送っています。
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私たちの公田小学校 昭和52年（1977年）4月1日開校 公田小学校のホームページ　http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/kuden/

校章の由来
広々とした田に飛び交う白鷺、山を覆う桂の木、在りし日の『公田』をイメージしてデザインされました。
また、飛ぶ鳥の姿に、大きく羽ばたく公田小学校の未来を託しています。 しらさぎ音楽会

　平成25年度は土曜日に実施
し、たくさんの保護者・地域
の皆様にご参観いただきまし
た。

学校の紹介
　公田小学校は閑静な住宅と自然豊かな緑に囲まれ、近くの森からリスが遊びに来る、そんな素敵な環境に立地しています。学級数は、
一般学級12、個別支援学級2、全校児童数は265名です。学校教育目標である「ひとみかがやく公田の子」の具現化をめざし、本校ならで
はの「宿泊体験学習」や土曜日開催の「しらさぎ音楽会」、また「なかよし班遠足」や「しらさぎスポーツフェスティバル (SF)」・「しらさ
ぎまつり」など、保護者・地域の皆様と協力しながら、子どもの育ちを真ん中に据えた様々な教育活動に取り組んでいます。

しらさぎスポーツフェスティバル（ＳＦ）
　実行委員会を中心に、半年
前から準備を重ねます。当日
は全校児童の大声援が校庭に
こだまします。

4年生　帆船日本丸海洋教室
　4年生は日本丸での宿泊体
験を実施しました。バウスプ
リットやカッター体験に夢中
でした。

しらさぎまつり
　自分たちの学習の成果を効
果的に伝えるために、各学年・
クラスがそれぞれ工夫して発
表します。

私たちの桜井小学校 昭和57年（1982年）4月１日開校 桜井小学校のホームページ　http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/sakurai/

校　章
桜をモチーフにした校章
　前にある白い桜の花は桜井小学校の児童が伸び伸びと大きく育っていく姿を、後ろにあるピンクの桜の花は保護者・教職員・
地域の方々を表し、児童を温かく包んでいる様子がデザインされています。　

たてわり班活動
　1年生から 6 年生までのたてわ
り班での活動です。「なかよし大変
身」では 1年生をかっこよく変身
させるために、6年生はリーダー
シップを発揮します。

地域合同防災訓練
　学校、保護者、地域が一体
となって訓練を実施していま
す。地域の方と児童が顔見知
りになり、きずなを深める機
会になっています。

地域に育まれ、挨拶いっぱい桜井小
　学援隊の方々、お花・グリー
ンボランティア、学習ボラン
ティアの皆様に、子どもたち
は温かく見守られています。

日本丸体験学習
　4年生はみなとみらいにある「日
本丸」で宿泊体験を行っています。
横浜の歴史やまちについて理解を
深め、本物体験することを通して、
協力や責任の大切さを学びます。

私たちの学校
　創立32年目を迎える桜井小学校の学級数は一般学級12、個別支援級2、全校児童数は342名です。校名の「桜井」は、その昔、鎌倉
郡上之村「櫻井」と呼ばれていた小名 (こな) に由来しています。児童が安心して生活できるよう、登下校や校内の見回りなど、保護者や
地域の方々からなる学援隊にご協力をいただいています。
　学校教育目標「優しい人　正しい人　栄 (は) えある人」を目指して、子どもたちは日々の授業や学校生活でさまざまな経験を積み、素
直に取り組む姿勢やしっかり聞く態度、友達を大切にする心を育てています。


