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今年は雨に降られ体育館でのキャ
ンドルファイヤーとなりました

が、体育館に子ども達の歌声が反響し、キャンドルの炎
もとてもロマンティックでした。（赤城林間学園）

６月23日（日）、第26期の第３回全員研修会を千秀センターで行いました。
構成は、午前中に野外炊事　午後はよこはまユースより講師を招き講演を頂く二部構成で行いました。
一部では各地区得意な料理を一品、立候補によって決定し、今回はカレー、焼きそば、豚汁、ご飯（竹を使った炊

飯と飯盒炊飯）、蒸しパンといったメ二ューでしたが流石にどのチームも手際が良く、無駄のない動きに感心しました。
第二部の講演では、今回初めてスマホ・ＳＮＳを題材に、現在青少年を取り巻く環境の変化により巻き込まれてし

まう犯罪や事件がどの様に進行しているか、講師の様々な体験談やどう乗り越えてきたかなど、皆さんにとっても大
変参考になったことと思います。
現在の環境が、私達の育った時代と大きく違い、理解に苦しむ事件が多く感じましたが、今回の講演を聴き子供達

との接し方のちょっとした気付きや一言の大切さを実感する事が出来ました。講師の方や各地区の皆さんのご協力に
感謝いたします。	 研修部会一同

第69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。

※写真は昨年度以前のものです。

秋以降の７地区の
行 事 予 定

あとがき
今年の夏は、冷夏で始まり梅雨
明けと同時に猛烈な暑さに見舞わ
れました。こうした中、区内各地
区においてキャンプやお祭りなど
夏休みの恒例行事が行われました。
秋以降も、それぞれ楽しい行事が
予定されていますので、皆さんぜ
ひ参加してみませんか？お待ちし
ています。
� 広報部会長　横山雅光

部会長	 横山　雅光
オブザーバー	 松村　幸四郎
副部会長	 田渕　泰徳
副部会長	 七宮　正行
副部会長	 古屋　一徳
副部会長	 大塚　丈夫
副部会長	 長澤　渉
豊田地区	 長谷川　龍也
豊田地区	 木下　さち
豊田地区	 皆川　知恵

広報部会員紹介
笠間地区	 松本　多貴子
小菅ケ谷地区	 梶川　浩
小菅ケ谷地区	 加藤　紀久雄
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	 竹井　豊
本郷第三地区	 小林　孝
上郷西地区	 坂田　直正
上郷東地区	 乾　進
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11月24日
里芋掘り
12月１日
クリスマス飾り作り
２月16日
春レクリエーション

12月22日� �
しめかざり作り
1月12日�
どんど焼き

10月27日�
野外を楽しもう�
（さつまいも掘り、芋煮）
12月7日�
アート教室

1月12日�
どんど焼き
２月９日�
ペアークイズラリー

11月10日�
陶芸教室
11月23日�
かみごう☆子どもキラキラフェスタ

1月12日�
どんど焼き
2月8日�
料理教室

12月8日� �
子どもスポーツ大会
１月上旬� �
さいと焼き・どんど焼き

クリスマス飾り作り

しめかざり作り

野外を楽しもう
 （ジャンボバウムクーヘン）

アート教室

ペアークイズラリー

どんど焼き

缶バッチ作り、
焼き鳥も出店します。

本格的な作品を
作ることができ
ます。

これから試食会です。

出来具合どうかな

子どもスポーツ大会

さいと焼き

地引網体験
9月29日

子どもスポーツ大会
７月７日

上郷東バスハイク
８月20日

上郷西地区子どもキャンプ
7月13日～15日

大漁！のしらすを現地で味見、生しらす、
釜揚げ、しらす干し、どれも美味‼他に
も獲れた魚はお土産に🐟

当日は雨天だった
のでカレー作りと
室内でのゲームに
なりました。それで
も、みんな楽しく過
ごしました。

生命の星
地球博物館

（ 恐 竜 大 き
かった。ま
た来てみた
いです。）

⃝�第69回社会を明るくする運動講演会開催
主な活動 ⃝�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�ほか

夏季キャンプ
8月3日～5日

道志村にてキャン
プ実施。うどん作
りを体験して、流
しうどんにして美
味しくいただきま
した。

６月 23 日第３回全員研修会の開催報告



・・・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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中学校
紹介

体育祭
学級対抗で行われますが、団体種目である大繩跳びと学年

種目にはどのクラスも特に力が入ります。体育祭前の昼休み
は大縄跳びの練習を
行う生徒や先生でグ
ランド全体が大変賑
わいます。練習時間
は短いのですが下級
生が先輩の練習方法
を学ぶ良い機会に
なっています。

文化祭（校内発表と合唱コンクール）
校内発表は学校行事、

教科、部活動、委員会、
生徒会の取組等が様々な
形で発表されます。合唱
コンクールは、夏休み前
から曲や指揮者、伴奏者
を決めて熱心に練習に取
り組み、当日はどのクラ
スもきれいな歌声を聞か
せてくれます。

西本郷中学校／笠間小学校の先生や PTAの方々と連携し、夏休み期間の毎週金曜 21時～
22時に笠間地区を３コースに分けてパトロールしています。
《西本郷中学校コース（青線）》
いたち川沿いを中心に西本郷中学校で折り返すコース。交通量の多い環状４号線がコースに

含まれるため、安全確保の上、実施しています。
《笠間小学校コース（赤線）》
笠間小学校周辺の公園を中心に JRの線路を超えて、柏尾川沿いを巡るコース。川沿いは街路

灯が少ないため、足下をライトで照らしながら進みます。
《青木神社コース（黒線）》
距離は短いものの、高台に位置する青木神社や笠間中央公園を巡るため、アップダウンの激

しい１番の難コース。頂上での水分補給は必須です。
初日の７月26日は台風６号の影響で中止となりましたが、その他の日程は天候に恵まれ、延

べ120人の方にご参加いただき無事終了しました。

また、笠間デイキャンプ／納涼盆踊り大会では西本郷中学校からも多数の生徒がボランティ
アとして積極的に参加してくれました。笠間デイキャンプを経験した小学生が進学し、中学生ボ
ランティアのリーダーとして関与してくれる良い循環が生まれています。各イベントに参加して
くれた子供達の笑顔が夏の良い思い出になりました。

平塚「豊漁丸」さんの協力の下、お手軽な船釣り体験により自然の中での
親子の触れ合い、釣りの楽しさを知ってもらうことを目的として毎年開催し
ています。

絶好の釣り日和になった今年は 27組 57名が参
加、２隻の漁船に分かれて平塚沖へ出漁しました。
30cm前後の立派なアジ・サバを中心にマダイや
ホウボウなど大漁で、釣れた魚をクーラーボック
スに収めるのも一苦労でしたが、子ども達は親子
での楽しい船釣り体験に大喜びでした。

野外での共同生活を通して、キャンプの知恵や技術の習得と仲間
作りを目的として、小学３年生から中学生を対象として毎年７月に野
島公園キャンプ場で開催しています。
ロープワークを学び、ナタやノコギリを使って薪を作り火をおこ

して班ごとに料理を作って食べる野外生活体験に加えて、潮干狩りや
カニ獲り、広場でのスポーツゲーム、花火といったお楽しみメニュー
もあります。仲間と協力して張ったテントで一緒に寝るのは野島キャ
ンプの大きな魅力の１つです。
今年は夜中に豪雨に見舞われ、テントまで浸水して眠れないとい

う悲惨な状態になり、残念ながら２日目の潮干狩りを諦めて早々に撤
退しました。雨天対策を強化して来年に臨みたいと思っています。

小山台中学校の
ホームページ

▲ ▲ ▲ http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/koyamadai/

本郷中央地区の夏の行事報告

笠間デイキャンプ
７月２０日（約140人参加）

夏休み映写会
７月２７日（約80人参加）

納涼盆踊り大会
８月３日～４日（3000人超参加）

愛のパトロール
７月２６日～
８月２３日の金曜日

ファミリーフィッシング
体験教室 親子 de船釣り大会に行こう‼ 6/2

子どもキャンプ キャンプ in野島 2019 7/13~14

笠間地区の夏の行事報告
私たちの小山台中学校

昭和58年（1983年）4月　開校

　　　　私たちの

上郷中学校
平成27年（2015年）4月　開校

栄区中学校対校駅伝大会
毎年３月に行われている
駅伝大会の第７回大会
（平成 31 年３月 17 日）
にて、本校のチームが見
事優勝しました。駅伝練
習と日頃の鍛錬の成果が
出ました。当日は熱いご
声援ありがとうございま
した！

体育祭
６月に体育祭が行われます。

３年生によるソーラン節は、毎
年学年オリジナルのフォーメー
ションがあり、３年生の団結力
が見られる感動の演技です。

【学校行事】両校の行事を参考にして新たな形を生み出しました。

具体的な取り組み目標

【知】学習の基礎・基本を身につけ、生涯学び続ける心を育てます。

【徳】善悪の正しい判断・感謝の気持ち・挨拶を大切にする心を育てます。

【体】望ましい生活習慣を身につけ、健康づくりに進んで取り組む心を育てます。

【公】仲間や地域の人たちとの豊かな関わり合いを大切にし、共に生きる力を育てます。

【開】国際社会や地域環境に視野を広げ、課題をもって社会に貢献できる力を育てます。

学校の紹介（学校教育目標）
●自立（徳・公）
●向上（知・体・開）
●思いやり（徳・公）

校章の由来
中学生として責任ある行動を願ううえから中央に
「中」の字を、その背景に「小」「山」「ム（台の上部）」
をまとめています。「台の」したの「口」の部分
には笑い声の絶えない学校を目指すようにとの思
いがこめられています。

校章
縦線の川　上郷の K　庄戸の Sを合
わせて「旧上郷中と庄戸中が仲良く
合わさってみんなが輝く学校になっ
てほしい」という願いが込められて
います。

【学校の紹介】
上郷中学校は平成２７年４月に、庄戸中学校と上郷中学校が

統合して開校しました。地域の方に支えていただきながら開校
５年目を迎えることができました。これからも地域と共に歩ん
でいきます。

～ 教育目標 ～
●自ら学び、確かな学力をつけよう
●互いに支え合い、思いやりを持とう
●健やかな心と体を育もう
●広い視野を持ち、社会の一員として行動しよう

上郷中学校のホームページ

▲ ▲ ▲

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/kamigo/


