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10月5日（日）
■ 横浜市青少年指導員研修（戸塚区)
 11月3日（月・祝）
■ 戸塚ふれあい区民まつりで活動アピール
　（東戸塚小学校）　工作教室や模擬店出店
11月9日（日）
■ 神奈川県青少年指導員大会（小田原市）
11月30日（日） 
■ 青少年防災対応力強化兼青少年指導員全体研修
　（消防訓練センター）中学生と青少年指導員の防災
　対応力強化を目的に、心肺蘇生を実習
12月7日（日） 
■ 児童文化作品展（戸塚地区センター）
   各地区で創った作品を紹介展示
 1月17、18日（土日） 
■ 戸塚っ子いきいきアートフェスティバル
　（ステージ発表：戸塚公会堂・作品展：戸塚区役所3階区民広間）
　区内小中高生による合唱・吹奏楽・ダンスなどの合同発表会（共催）

●詳しくは●  http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/chishin/seishidayori/
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26 年度 下期終了行事一覧 26 年度 下期行事予定一覧

27年度 上期行事予定一覧

横浜市青少年指導員研修会  テーマ「つながり～地域の絆～」

　横浜市青少年指導員は、次世代を担う青少年が健やかに育つよ
う、よりよい地域環境を目指して日々活動しています。第 24 期は、
横浜市内 18 区で約 2,600 人が横浜市長から委嘱をされています。
その活動の一環として、年１回、市内全青少年指導員を対象として、
「横浜市青少年指導員研修会」を開催してします。
　今年度は戸塚区が当番幹事となって企画・運営を行い、「つなが
り～地域の絆～」を研修会のテーマとして開催しました。当日は、
台風接近に伴う雨の中、市内各区から総勢 470 人の青少年指導員
が戸塚公会堂に集まって研修に参加をしました。
　オープニングは、地域から寄贈された法被をまとった深谷中学校
と俣野小学校の生徒・児童が息の合った迫力のある踊り「青春ソーラン節」で会場を盛り上げてくれました。
　その後、戸塚区青少年指導員が地域の絆を大切にして続けている活動「青少年防災対応力強化研修」「チャ
レンジフェスティバル」「戸塚っ子いきいきアートフェスティバル」などの活動紹介を行いました。また同時に各
地区において展開している様々な地区活動をまとめたパネル展をロビーで行いました。
　基調講演は、フリーアナウンサー朝岡聡氏により「コミュニケーションと発想のヒント」と題して行われました。
あいさつを始めとするコミュニケーションが大切であり

朝岡氏も基本に心がけているとのお話でした。
　その他、子どもたちの目線に合わせて話す
ことや「答えることより応える」「聞くより聴く」
など、「青少年指導員としてだけではなく、子
どもたちの見本となる気品ある大人を心がけ
ましょう」とお話をいただきました。
　次回の研修会は磯子区で開催予定です。

 3月21日(土・祝)
■ 横浜市青少年指導員大会（県青少年センター）

 5月17日(日)
■ 第15回　チャレンジフェスティバル（戸塚小学校）
　１９種類の競技にチャレンジ！出るか新記録！！（共催）

 6月
■ 戸塚区青少年指導員新人研修（戸塚区役所）
　新人対象の基礎研修   

 7月
■ 青少年の健全育成を進める県民大会
■ 戸塚区青少年指導員研修（戸塚区役所）
■ 横浜市一斉統一活動
　パトロール活動～区内各地で巡回
　社会環境実態調査～有害図書・カラオケ店など

日程：平成２６年１０月５日（日）　　　　場所：戸塚公会堂

「あかるく」「いつも」「さきに」「つづけて」を

ウナシーも登場青春ソーラン節

講演中の朝岡氏

目次 1p…子育てワンポイント！／ 2・3p…各地区活動紹介／ 4p…横浜市青少年指導員研修会  テーマ「つながり～地域
の絆～」・26年度下期終了行事一覧・27年度上期行事予定一覧
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子育て
ワンポイント！

― 本との出会いは人生を変える ―
あなたはひと月に何冊の本を読まれていますか？

　全国学校図書館協議会は毎日新聞社と共同で、全
国の小・中・高等学校の児童生徒の読書状況について毎年調査を行っています。「５月の
１か月間に読んだ本の冊数」に関する第60回（2014年）の調査の結果では、小学生は
11.4冊（前回１０.１冊）、中学生は3.9冊（前回4.1冊）、高校生は1.6冊（前回1.7冊）でした。
昨年度に比べ、小学生は大きく増加しましたが、中学生・高校生は減少しています。
　小学校では、授業の中で読書時間を設けたりする取り組みが効果を上げているようです。
　年齢が進むにつれ読書量が減っていることは残念ですが、年齢の低い頃から読書をすることがとても重要です。「読書は
脳のトレーニング」とも言われます。すぐにイメージ化出来やすいマンガや映画とは違って、ストーリーの背景や状況を想像
することで脳はどんどん活性化し神経回路が発達します。

幼少期…喜怒哀楽の感情面や善悪の価値基準を育てる頃です。悪者によって苦しめられている者が、正義の味方によって助けら
れ笑顔が戻るというような、単純で明快なストーリーがお勧めです。ですから、裏切りやどんでん返しのあるような大
人好みのストーリーはお勧めできません。もちろん読み聞かせでも効果は十分です。

児童期…自他の価値観の違いに気付きが生まれる頃です。登場人物の気持ちを考えることで、他者理解や様々な価値観を受入れ
る基盤が発達します。相手の気持ちを推し量り、ストーリーの展開を予想・分析することで思考力・論理力を鍛えるこ
とができます。また、言葉やその表現の仕方は、コミュニケーション能力にそのまま生かされます。

思春期…自分自身が確立される時期です。自分が周りからどのように評価され認められるかがとても重要な時期で、状況によっ
ては孤立したり、素直になれない自分に強いストレスを感じたりします。フィクションの世界に入り込むことで、煩わし
い出来事を忘れさせ、良い意味で日常から逃避でき、孤独に耐えることもできます。主人公の行動に勇気を貰い、悩ん
でいたことへの解決の糸口を見出し、日常生活の活力につながることもあります。

成人期…現代は、大人と言えども心が安定しているわけではありません。ノンフィクションの世界は、現実をより広い視点から見
つめることが出来、そこから現状打破の知恵や心穏やかに生きるためのヒントを得ることも出来るでしょう。

読書は人の成長に大きな良い影響を与えます。どんどん本に親しむ機会を作りましょう。

「読書の時間を大切にしなさい。一冊の本との出会いがあなたの生き方を変えてくれることだってあります」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョセフ・マーフィー（著述家）の言葉
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平成 26 年 4月1日に「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」が施行されました。この条例で、読書活動に関する市民の関心
及び理解を深め、読書活動の推進のために、毎月23日を「市民読書の日」とし、毎年11月は市民の読書活動推進月間となりました。 
◆横浜市民読書活動推進計画の基本的な考え方◆
　1 乳幼児から高齢者まで全ての市民を対象とした読書活動の推進
　2 地域の様々な施設や団体と連携した読書活動の推進
戸塚区でも、身近な場所で読書活動の推進を図るため、平成 26 年度中に「戸塚区読書活動推進目標」
が策定されます。    

戸塚区青少年指導員協議会は 検 索戸塚区青指
とつか 横浜市青指の

シンボルマーク
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（活動休止中）

平戸地区平戸地区

10月12日に平戸地区連合町内会大運動会が開
催されました。台風が懸念されましたが、参加
者の熱気に圧倒されたか影響なしでした。小さ
な子どもからお年寄りまで、みんな元気にそし
て懸命に頑張っていました。中には頑張りすぎ
て転倒してしまう人もいましたが、大きなケガ人
も出ず、スポーツの秋を満喫していました。

10
map

「平戸地区連合町内会大運動会」

写真未着14

5
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さわやかウォーク「保土ヶ谷宿めぐり」

戸塚第一地区 戸塚第一地区 

ある程度形になった羽根の部分を紙やすりでき
れいにしながら、左右のバランスを調整し、竹串
の軸を付けます。そして、マジックで色を塗って
自分だけの竹とんぼを完成させます。その後体
育館で、飛んだ距離と、フラフープの輪に入れる
という二つのゲームをして遊びます。自分だけの
竹とんぼで、高く遠くまで飛ばそうと、何回も
挑戦し見上げる目が、とても楽しそうです。

「作ってあそぶ、竹とんぼ大会」
1

map

毎年２月に３０～４０人で楽しみます

今年もやってきましたクリスマスリース
作り。33名の子どもたちが好きな材料
を選び、思い思いの飾り付けを楽しみま
した。赤や黄色や青に輝いた個性豊かな
クリスマスリースが出来上がりました。

「クリスマスリース作り」
3

map

戸塚第三地区戸塚第三地区 踊場地区踊場地区

踊場地区の人気行事のひとつである「さ
つま芋掘り」を、10月26日(日)に行いまし
た。子どもたちは、今年はやや小ぶりなが
ら芋の収穫に大歓声！　宝探しゲームを
楽しんだり美味しい豚汁をお腹一杯に食
べるなど、大満足の一日となりました。

「さつま芋掘り」
4

map

舞岡地区舞岡地区

10月19日に、毎年恒例のさつまいも掘り大会
を行いました。各地区子ども会のご協力のもと、
200人以上の参加者が芋ほりを楽しみました。
今年は例年以上に豊作で、あちらこちらで大
物を掘り当てた歓声が上がりました。芋ほり後
は、子ども会特製の豚汁パーティー。お腹も満
たされ、笑顔あふれる一日でした。

「さつまいも掘り大会」
6

map

川上地区川上地区

川上地区では毎年 12 月にスポーツ推進委員と
協働でイベントを開催します。午前は「スポー
ツ」、昼食に「トン汁」を食べてから午後は「工
作」とフルコースです。昨年は「ペタンク大会」
と「アイロンビーズ作り」を行いました。
スポーツの得意な子、アート感覚に優れた子、
それぞれが自分の個性を発揮し輝く一日です。

「スポーツ＆工作イベント」
7

map

スポーツイベント
工作イベント工作イベント

東戸塚地区東戸塚地区

年末に東戸塚地区センター協賛で年始に
玄関に飾るしめ縄を作ります。子どもよ
り大人、特に女性の参加者が多く毎年予
約を取るのが大変なほどの人気行事で
す。近日講師の方がご高齢になられるの
とワラの入手が難しくなって来ました。

9
map

「しめ縄作り」

平戸平和台地区平戸平和台地区

今年は児童文化作品展を翌週に控えた11月29日
に開催しました。ごみのリサイクルを学びながら、
ヤクルトの空き容器から作られた10色のペレット
ビーズを使っての自由工作。参加者33名の小学生
が思い思いに、紙粘土や空き瓶にきれいなビーズ
を張り付けて、約2時間で完成しました。子どもた
ちの創造力と発想力には青指全員脱帽でした。

「ビーズ工作」
11
map

上矢部地区 上矢部地区 

親子で紙飛行機を作り、飛行時間を競いま
す。みんなが同じ型紙を使うので、ちゃん
と作れば同じように飛ぶはずですが…。子
どものタイム部門、親子の合計タイム部門
で表彰。一人で参加した子どもはスタッフ
が親代わりとなり一緒に楽しんでいます。

12
map

「親子紙飛行機大会」

名瀬地区名瀬地区

名瀬ケアプラザで行われた児童文化教室
では手作りキャンドルに挑戦しました。かわ
いいサンタクロース、雪だるま、招き猫の
キャンドル作品が次々とできあがり小学生
～大人の皆様とたくさんの心灯燈る暖かい
時間を過ごすことが出きました。

「キャンドル作り」
13
map

汲沢ケアプラザで開催しています。前半は子どもたち
対象に「人形劇と簡単なマジックショー」、後半は大人
の方も楽しめる催しという２部構成です。後半の催し
として、今年は汲沢中学校の“合唱部”による童謡やク
リスマスソングを楽しむ会、今までには“スチールパン
（ドラム缶で出来た楽器）”演奏や、地域の子どもお囃
子連の“獅子舞”などいろいろな団体が出演してくれ
て、当日来てくれた皆さんが楽しかったと喜んでくれ
ている行事です。皆さんも一度見に来ませんか。

「人形劇を楽しむ会」
15
map

汲沢地区汲沢地区 上倉田地区上倉田地区

秋ごろに子どもたちと一緒に工作教室を
行っています。なるべく大人の手を加え
ずに、子どもたちの工夫に任せて自由に
作っています。出来上がった作品は児童
文化作品展に出品します。

16
map

「クリスマスツリー作り」

下倉田地区 下倉田地区 

秋の大運動会です。小さなお子様、お父さん、お
母さんだけでなく、小学生から大学生、留学生、
お爺ちゃん、お婆ちゃんが大集合し、運動不足解
消になりました。それだけでなく、皆様のコミュ
ニケーション不足の改善にもなり、地域の絆が強
まりました。怪我せずによかったなー。ほんとに。

「スポーツレクリエーション大会」
17
map

大正地区 大正地区 

12月の大正連合フェスタでの段ボール迷路、クリス
マスリースづくり、ミニ門松づくり、オリジナルブレ
スレットづくりなどを実施しています。今回紹介の
段ボール迷路は無料で迷路が体験でき、的あての景
品も、バルーンももらえちゃう楽しいイベントです。
ぜひ体験してください。詳しくはホ－ムページ：大正
青指／検索[http://tss.main.jp/]をご覧下さい。

「段ボール迷路を体験しよう！」
14
map

迷路コーナー
出口

ゲームコーナー
輪ゴム鉄砲の的あて
バルーン風船づくり

トンネル迷路
コーナー入り口
滑り台もあるよ

「ダンボール迷路」を体験しよう！

柏尾地区柏尾地区
「元旦マラソン＆さわやかウォーク」

8
map

「元旦マラソン」　年明け一番のイベントです。元
日の朝9時に、約130人がスタート。1km、3km、
5kmの３コースを、ゴールの柏尾小学校まで、沿
道の声援に背中を押されながら疾走します。今年
も良い年になりますように！！！
「さわやかウォーク」　新春の季節に参加者60人
全員で、ウォーキングをします。今年は、柏尾町内か
ら横浜駅までの旧東海道（約10km）を６時間程で

歩きました。途中、
史跡の見学・説明
を受け、横浜の歴
史を垣間見ました。

全員で、ウォーキングをします。今年は、柏尾町内か
ら横浜駅までの旧東海道（約10km）を６時間程で

歩きました。途中、
史跡の見学・説明
を受け、横浜の歴
史を垣間見ました。

元旦マラソン元旦マラソン

北汲沢地区北汲沢地区

今年のキャンプは足柄ふれあいの村へ行っ
てきました。少し遠かったですが、“ニジマ
スのつかみどり”や“ブルーベリー狩り”、
“キャンドルファイヤー”など楽しい思い出
を作ることが出来ました。
ブルーベリーは食べ放題、ニジマスの塩焼
きも大変美味しかったです。

「サマーキャンプ」

5
map

みなさんの参加を
待っています！
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平戸地区平戸地区

10月12日に平戸地区連合町内会大運動会が開
催されました。台風が懸念されましたが、参加
者の熱気に圧倒されたか影響なしでした。小さ
な子どもからお年寄りまで、みんな元気にそし
て懸命に頑張っていました。中には頑張りすぎ
て転倒してしまう人もいましたが、大きなケガ人
も出ず、スポーツの秋を満喫していました。
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「平戸地区連合町内会大運動会」

写真未着14

5

11

さわやかウォーク「保土ヶ谷宿めぐり」

戸塚第一地区 戸塚第一地区 

ある程度形になった羽根の部分を紙やすりでき
れいにしながら、左右のバランスを調整し、竹串
の軸を付けます。そして、マジックで色を塗って
自分だけの竹とんぼを完成させます。その後体
育館で、飛んだ距離と、フラフープの輪に入れる
という二つのゲームをして遊びます。自分だけの
竹とんぼで、高く遠くまで飛ばそうと、何回も
挑戦し見上げる目が、とても楽しそうです。

「作ってあそぶ、竹とんぼ大会」
1

map

毎年２月に３０～４０人で楽しみます

今年もやってきましたクリスマスリース
作り。33名の子どもたちが好きな材料
を選び、思い思いの飾り付けを楽しみま
した。赤や黄色や青に輝いた個性豊かな
クリスマスリースが出来上がりました。

「クリスマスリース作り」
3
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戸塚第三地区戸塚第三地区 踊場地区踊場地区

踊場地区の人気行事のひとつである「さ
つま芋掘り」を、10月26日(日)に行いまし
た。子どもたちは、今年はやや小ぶりなが
ら芋の収穫に大歓声！　宝探しゲームを
楽しんだり美味しい豚汁をお腹一杯に食
べるなど、大満足の一日となりました。

「さつま芋掘り」
4

map

舞岡地区舞岡地区

10月19日に、毎年恒例のさつまいも掘り大会
を行いました。各地区子ども会のご協力のもと、
200人以上の参加者が芋ほりを楽しみました。
今年は例年以上に豊作で、あちらこちらで大
物を掘り当てた歓声が上がりました。芋ほり後
は、子ども会特製の豚汁パーティー。お腹も満
たされ、笑顔あふれる一日でした。

「さつまいも掘り大会」
6

map

物を掘り当てた歓声が上がりました。芋ほり後
は、子ども会特製の豚汁パーティー。お腹も満
たされ、笑顔あふれる一日でした。

川上地区川上地区

川上地区では毎年 12 月にスポーツ推進委員と
協働でイベントを開催します。午前は「スポー
ツ」、昼食に「トン汁」を食べてから午後は「工
作」とフルコースです。昨年は「ペタンク大会」
と「アイロンビーズ作り」を行いました。
スポーツの得意な子、アート感覚に優れた子、
それぞれが自分の個性を発揮し輝く一日です。

「スポーツ＆工作イベント」
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スポーツイベント
工作イベント工作イベント

東戸塚地区東戸塚地区

年末に東戸塚地区センター協賛で年始に
玄関に飾るしめ縄を作ります。子どもよ
り大人、特に女性の参加者が多く毎年予
約を取るのが大変なほどの人気行事で
す。近日講師の方がご高齢になられるの
とワラの入手が難しくなって来ました。
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「しめ縄作り」

平戸平和台地区平戸平和台地区

今年は児童文化作品展を翌週に控えた11月29日
に開催しました。ごみのリサイクルを学びながら、
ヤクルトの空き容器から作られた10色のペレット
ビーズを使っての自由工作。参加者33名の小学生
が思い思いに、紙粘土や空き瓶にきれいなビーズ
を張り付けて、約2時間で完成しました。子どもた
ちの創造力と発想力には青指全員脱帽でした。

「ビーズ工作」
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上矢部地区 上矢部地区 

親子で紙飛行機を作り、飛行時間を競いま
す。みんなが同じ型紙を使うので、ちゃん
と作れば同じように飛ぶはずですが…。子
どものタイム部門、親子の合計タイム部門
で表彰。一人で参加した子どもはスタッフ
が親代わりとなり一緒に楽しんでいます。
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「親子紙飛行機大会」

名瀬地区名瀬地区

名瀬ケアプラザで行われた児童文化教室
では手作りキャンドルに挑戦しました。かわ
いいサンタクロース、雪だるま、招き猫の
キャンドル作品が次々とできあがり小学生
～大人の皆様とたくさんの心灯燈る暖かい
時間を過ごすことが出きました。

「キャンドル作り」
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汲沢ケアプラザで開催しています。前半は子どもたち
対象に「人形劇と簡単なマジックショー」、後半は大人
の方も楽しめる催しという２部構成です。後半の催し
として、今年は汲沢中学校の“合唱部”による童謡やク
リスマスソングを楽しむ会、今までには“スチールパン
（ドラム缶で出来た楽器）”演奏や、地域の子どもお囃
子連の“獅子舞”などいろいろな団体が出演してくれ
て、当日来てくれた皆さんが楽しかったと喜んでくれ
ている行事です。皆さんも一度見に来ませんか。

「人形劇を楽しむ会」
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汲沢地区汲沢地区 上倉田地区上倉田地区

秋ごろに子どもたちと一緒に工作教室を
行っています。なるべく大人の手を加え
ずに、子どもたちの工夫に任せて自由に
作っています。出来上がった作品は児童
文化作品展に出品します。
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「クリスマスツリー作り」

下倉田地区 下倉田地区 

秋の大運動会です。小さなお子様、お父さん、お
母さんだけでなく、小学生から大学生、留学生、
お爺ちゃん、お婆ちゃんが大集合し、運動不足解
消になりました。それだけでなく、皆様のコミュ
ニケーション不足の改善にもなり、地域の絆が強
まりました。怪我せずによかったなー。ほんとに。

「スポーツレクリエーション大会」
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大正地区 大正地区 

12月の大正連合フェスタでの段ボール迷路、クリス
マスリースづくり、ミニ門松づくり、オリジナルブレ
スレットづくりなどを実施しています。今回紹介の
段ボール迷路は無料で迷路が体験でき、的あての景
品も、バルーンももらえちゃう楽しいイベントです。
ぜひ体験してください。詳しくはホ－ムページ：大正
青指／検索[http://tss.main.jp/]をご覧下さい。

「段ボール迷路を体験しよう！」
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迷路コーナー
出口

ゲームコーナー
輪ゴム鉄砲の的あて
バルーン風船づくり

トンネル迷路
コーナー入り口
滑り台もあるよ

「ダンボール迷路」を体験しよう！

柏尾地区柏尾地区
「元旦マラソン＆さわやかウォーク」
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「元旦マラソン」　年明け一番のイベントです。元
日の朝9時に、約130人がスタート。1km、3km、
5kmの３コースを、ゴールの柏尾小学校まで、沿
道の声援に背中を押されながら疾走します。今年
も良い年になりますように！！！
「さわやかウォーク」　新春の季節に参加者60人
全員で、ウォーキングをします。今年は、柏尾町内か
ら横浜駅までの旧東海道（約10km）を６時間程で

歩きました。途中、
史跡の見学・説明
を受け、横浜の歴
史を垣間見ました。

元旦マラソン元旦マラソン

北汲沢地区北汲沢地区

今年のキャンプは足柄ふれあいの村へ行っ
てきました。少し遠かったですが、“ニジマ
スのつかみどり”や“ブルーベリー狩り”、
“キャンドルファイヤー”など楽しい思い出
を作ることが出来ました。
ブルーベリーは食べ放題、ニジマスの塩焼
きも大変美味しかったです。

「サマーキャンプ」
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みなさんの参加を
待っています！
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