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戸塚区連合
町内会承認回覧

第 19 期地区会長紹介

田中　薫（戸塚第三）会長
原田郁郎（上矢部）副会長
団野博文（柏　尾）副会長
角田弘子（戸塚第二）会計
福井和巳（大　正） 監査
藁科文男（戸塚第一）
山田武彦（踊　場）
佐藤五郎（北汲沢）
木村和二（舞　岡）

百瀬昭一（川　上）
大山日出信（東戸塚）
渡辺高光（平　戸）
清水真理子（平戸平和台）
高橋昭二（名　瀬）
中山廣明（汲　沢）
古本　透（上倉田）
村里正純（下倉田）

第 19 期青少年指導員委嘱
式が4 月 13 日に行われ、戸
塚区長より委嘱状をいただき
ました。各地区から推薦され
た青指の方々と共に微力では
ございますが務めさせていた
だきますので、皆様のご指導、

ご助言をお願いいたします。
青少年を取り巻く社会環境が悪化している今日、

青少年の非行も低年令化が進み、いじめ、刃物の携
帯、薬物汚染が多くなってきていますので、青少年
指導員として、社会環境の健全化をめざし活動して
いきたいと思います。
好評を博している、小・中学生を対象にしたチャ
レンジフェスティバル、ボウリング大会など異年令
の交流を目的にした事業では、毎年、多くの小・中
学生などにご参加いただいております。
また、各地区で定期的に開催している児童文化教
室では、自分で作る喜びを実感しているようです。
子どもの感性、個性を大切に見守りながら地域活動
の大切さを再確認し、社会の変化に対応した青指活
動を展開していきたいと思います。
今後も皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よ
ろしくお願いいたします。

第 19期会長あいさつ　　田中　薫
4 月 1 日付けで戸塚区長に

就任いたしました塚原良一
（つかはらりょういち）でござ
います。青少年指導員の皆様
には、日ごろから、地域の青
少年の健全育成にご尽力いた
だき、ありがとうございます。

近年、青少年を取り巻く環境は、家庭・学校・地
域・社会など様々な面で、大きく変化しています。
今年7月には、青少年育成のための基本計画であ
る「横浜市青少年プラン」が策定されました。「青少
年の自立と成長を促す機会づくり」「青少年が安心し
て心豊かに暮らせる環境づくり」「青少年の活動を支
援するための仕組みづくり」を3つの基本的な視点
として、その視点に基づく具体的な目標を設定して
います。
プランの実現に向けては、市民との協働に重点を
置いており、既に、地域で継続的に活動されている
青少年指導員の皆様の役割も、ますます重要になっ
てくると考えます。
今後も、青少年健全育成の担い手として、一層
のご活躍を期待するとともに、一層のご協力をお
願いいたしまして、私のあいさつとさせていただき
ます。

新区長あいさつ　　塚原　良一

◆第 19期 戸塚区青少年指導員委嘱式
（4月 13日　女性フォーラム）

◆第 4回 戸塚区チャレンジフェスティバル
（5月 16日　戸塚小学校）

◆戸塚区青少年指導員協議会三部会
（6月 11日　戸塚区役所）

◆社会環境実態調査
（7月 1日～ 31日　各地区）

◆全市一斉統一行動　パトロール活動
（7月 24日　各地区）

事業報告（4 月～ 8 月）



月 地　区　行　事　予　定 地　　区 区、市等の行事予定

9

作って遊ぼう（竹とんぼ、紙ヒコーキ） 北汲沢 区青指研修会
ディスクゴルフ大会 〃 市青指研修会
工作教室 平戸 全市一斉統一行動
はまっ子とのＪＯＩＮＴイベント 〃
少年少女一泊研修 名瀬
市民の森「清掃＆花植え」 汲沢
小中学校陸上記録会 大正

10

体験学習いも育成収穫　いも掘り 戸塚第一 スポーツレクフェスタ

秋のハイキング（上高地） 〃
体育祭 踊場
健民祭 北汲沢
野外活動（芋ほり、豚汁） 舞岡
日限山中学校文化祭　 〃
地区センターまつり 川上、平戸、平戸平和台、名瀬、東戸塚
地区連合運動会・レクリエーション大会 平戸平和台、上矢部、舞岡、川上、柏尾

〃 平戸、名瀬、汲沢、大正、東戸塚
「であい」秋祭り 上矢部
スポーツ大会 上倉田
歩け歩け大会 〃
スポーツレクリエーション大会 下倉田

11

児童文化教室　リース作り 戸塚第一 戸塚区民まつり
児童作品作り 戸塚第二 戸塚ふれあいウォーク
総合スポーツ大会 戸塚第三 ペタンク大会
児童文化手作り教室 〃 ドッジボール大会
踊場文化まつり 踊場 県青指大会
凧作り 北汲沢 全市一斉統一行動
柏尾ドッジボール大会 柏尾
柏尾児童文化教室 〃
コミュニティハウスフェスティバル 平戸
児童文化教室 平戸平和台、川上、上倉田、下倉田
地区連合町内会球技大会 〃
上矢部小：ふれあい事業 上矢部
文化教室 名瀬
市民の森「清掃＆花植え」 汲沢

いも掘り・他 東戸塚
ウォークラリー 汲沢

12

たこ作り教室（下郷小３年） 戸塚第一 児童文化作品展
しめ飾り作り 〃
地区センター子供スペシャルデー 〃
柏尾地区もちつき大会 柏尾
川上公園：バーベキュー 平戸
中学生スポーツ大会 平戸平和台
町内花植え／もちつき 〃
地域、餅つき大会 上矢部
わら細工教室（しめ縄作り） 上倉田、下倉田
地区センターまつり 大正
児童文化教室（しめ縄作り） 東戸塚

1

たこ作り教室（戸塚小２年） 戸塚第一 中学生ボウリング大会
しもごう祭り 〃 ドッジビー大会
柏尾元旦マラソン 柏尾 地区会長研修会
上矢部書道展 上矢部
書道展 上倉田、下倉田
地区駅伝大会 大正

2

児童作品作り 戸塚第二
健康ハイキング 踊場
施設見学会 北汲沢
ふれあいの集い：平戸 平戸
紙飛行機大会 上倉田、下倉田

3

児童文化教室　竹トンボ作り・大会 戸塚第一 インディアカ大会
下郷小はまっ子もちつき 〃 よこはまシティウォーク
地区内チャレンジフェスティバル 踊場 市青指大会
パークゴルフ大会 平戸 区三部会交流会
中学生ボウリング大会 上矢部
上矢部ウォーク大会 〃
親子レクスキー大会 〃
中学生ボウリング大会 下倉田
歩け歩け大会 〃
市民の森「清掃＆花植え」 汲沢

奇数月 舞岡川愛護会 舞岡

毎月
にこにこキッズ 戸塚第二 地区会長会
児童文化工作教室 大正

健民祭（連合町会運動会） 〃
下郷小はまっ子まつり 〃
健民体育祭 戸塚第三

さわやか運動 大正



チ ャ レ ン ジ ャ ー 大 集 合 ！

5 月 16 日（日）第 4回チャレンジフェスティバルを戸塚小
学校で開催しました。あいにくの雨で2種目が中止となりまし
たが、16種目にわたり低学年と高学年の部に分かれてチャンピ
オンメダルの獲得に向けて、一心不乱、真剣に取り組む小学生
を見ることができました。
ここにチャンピオンとなった人の栄誉を称え、その氏名と記

録を掲載します。
来年も同じ時期に開催する予定ですので、「来年こそチャンピ
オンになってみせる」と思う人のために、それぞれの種目の記録
を載せました。先ずはこの記録を上回るよう自分の得意な種目
を見極め、今から準備に入ってみてはいかがですか？　親譲り
の才能だけでチャンピオンになれるのもいいけど、努力してのチ
ャンピオンはもっともっと嬉しいはずですよ。
来年のチャレンジを待っています。

チ ャ ン ピ オ ン は 誰 だ

第4回　チャレンジフェスティバル　チャンピオン第4回　チャレンジフェスティバル　チャンピオン

種　目
高学年チャンピオン 低学年チャンピオン
氏名 記録 氏名 記録

幅飛び 野田愛弥 1m80cm 星野快 1m61cm

ジャンプ 窪野直人 47cm 小関翔太 36cm

片足立ち 本郷美咲 11分16秒 佐々木則仁 2分50秒

ろくぼくつかまり 星野由衣 4分39秒 おがたきりこ 6分18秒

握力 伊崎紗也加 30.5Kg 石山桂 18Kg

片足なわとび 橋本真佑美 1分18秒00 長野さき 40秒 30

数字かき 高橋百葉
雨宮亜希良 75文字/分 山本優花 105文字/分

お手玉 高橋冴子 117回 仁平優美 312回

はねつき 大坪あきほ 84回 白水仁菜 28回

輪投げ 坂本和海 26個 仁平優美 17個

けん玉 草野奈緒 12回 長野さき 211回

記憶力 前田哲也 12点 村田麻衣 10点

こままわし 茂木拓実 11秒00 佐藤ごう 9秒04

子丸太切り 山口沙希子 8秒 小関翔太 20秒

大声出し 窪野直人 127.0 ホン 杉崎だいち 126.0 ホン

まりつき 坂上祐加 8.99秒 えらりょうたろう 13.87秒

チ ャ ン ピ オ ン は 誰 だ



この印刷物は再生紙（古紙混入率 100 ％）を使用しています。

多くの方に、少しでも目を通していただこうと考えています。そこで先ず、青少年
指導員制度を理解していただくために、その紹介を試みました。また、編集を少し変
更しました。ご意見、ご要望をお聞かせください。 （磯 部）

編 集 後 記

青少年指導員とは
神奈川県青少年指導員制度は、地域における青少年の自発的活動及びその育成組織活動を
推進するために、昭和 43 年（1968 年）に発足しました。

青少年指導員の役割
地域の特性に応じた青少年の健全育成及び非行防止を図るものとし、下記の基準の一つ以
上に関わる活動を行います。
（1）青少年の体験活動の促進 （2）青少年団体の育成と支援
（3）青少年に望ましい地域作り （4）青少年に関する相談と対応
（5）青少年に関する調査と情報収集

指導の対象
おおむね小学校に入る子どもから、20 歳までの方です。

指導員の資格と任期
市町村長または市町村教育委員会教育長の推薦を受け、知事より委嘱されます。
指導員の任期は2年です。
◆横浜市においても青少年指導員制度を設けているので、県と市の両方からの委嘱となり、
第 19 期（平成 16･17 年度）は2,695 名（戸塚区 203 名）が市長から委嘱されています。

（神奈川県青少年指導員手帳から）

青 少 年 指 導 員


