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 10月7日（日）

■ 第23回 戸塚っ子いきいきアートフェスティバル（戸塚公会堂）
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）

 11月3日（土・祝）
■ 第42回 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18日（日） 
■ 神奈川県青少年指導員大会（厚木市）

 11月25日（日） 
■ 青少年防災対応力強化研修（横浜市消防訓練センター）
中高生の防災対応力強化を目的に、心肺蘇生等を実習。（共催）

 12月9日（日）～12月20日（木）
■ 12/9 児童文化作品展 ～子どもたちが作った作品を紹介展示～
　（戸塚地区センター）
■ 12/10 ～20 児童文化作品展及び戸塚区青少年指導員の活動

紹介パネル展 （戸塚区総合庁舎３階区民広間）
 1月12日（土）～ 1月14日（月）

■ 第24回 戸塚っ子いきいきアートフェスティバル（戸塚公会堂）
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）

■ 第12回 戸塚っ子いきいきアートフェスティバル作品展
　（戸塚区総合庁舎３階多目的スペース）

 3月9日（土） 
■ 横浜市青少年指導員大会（神奈川県立青少年センター）

5月20日（日）
■ 第25回 チャレンジフェスティバル（戸塚小学校）
　20種類の競技に、約450名が参加！（共催）

6月10日（日）
■ 戸塚区青少年指導員新人研修（戸塚区役所）
　青少年指導員の基礎知識について学んだ。
■ 戸塚区青少年指導員全体研修（戸塚区役所）
子ども向けの工作を学ぶ研修を実施。

7月7日(土)
■ 青少年の健全育成を進める県民大会（相模原市）
今年のテーマは「社会全体で青少年をはぐくむ環境づくり」。

7月21日(土) 
■ 横浜市一斉夜間パトロール
繁華街、公園などを中心に巡回夜間パトロールを実施。戸塚区
では延べ127人が参加。

7月～ 8月 
■ 社会環境実態調査
インターネットカフェ・まんが喫茶、古書店、ゲームソフト取
扱店などの店舗調査を実施。有害図書類の区分陳列、18歳未
満深夜入場制限表示、客席・喫煙飲酒状況等を確認し、青少
年保護育成条例の遵守状況を調査、報告。

９月９日（日） 
■ 横浜市青少年指導員研修会（神奈川公会堂）
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　もし、あなた自身が子どもだとしたら、「自分」という親に育てられたいですか。
　育てられたいとしたら、それは「自分」のどういうところが良いからですか。
　育てられたくないとすれば、それはどこがいけないと思うからですか。

　子育ての目的は「子どもの自立と自律」です。そのために親は懸命に努力します。しかし、良かれと思ってしていることでも、
時には自立や自律を妨げていることがあるかもしれませんね。
　親と子ども、年齢差もあれば、生まれ育った環境も異なります。しかし、感情に大きな違いはありません。親が日常生活や人間
関係で不快に感じることは、子どもも同じです。子どもが不快に感じる、ついしてしまいそうなことを４つ挙げてみたいと思いま
す。心当たりはありませんか。

「親」という役割、「子ども」という役割を、また「妻」「夫」という役割や立場を、時には入れ替えて考えてみることで、客観性
が生まれ、そこからいろいろな新しい気付きが生まれるかもしれません。より良い親子関係・人間関係を作っていきましょう。

どんな親に育てられたいですか

≪他人と比較する≫
○○さんはできるのに、どうしてできないの…

　人間は比較の動物です。他人と比べて優越感情で満足感を
得たり、劣等感情をバネに頑張ったりします。しかし努力の原
動力となる良質な劣等感は、他者から与えられるものではなく
自分で感じるものです。
　親には、子どもの個性、自分らしさを認めて欲しいですね。
自己肯定感を育てることが大切です。

≪子どもと一心同体≫
○○できないと私が恥ずかしい…

　愛とは「相手を自分と同じように考える」ことがベースにあ
りますから、愛を感じる人やものが誉められれば自分が誉めら
れたように喜び、逆に失敗すれば自分のことのように恥ずかし
いと感じます。親が愛する我が子を一心同体のように感じるの
も当然です。しかし、親と子どもは似ていても、それぞれの個
性や特性を持つ別の人間です。子どもを自分の分身にしようと
せず、違いを認め尊重しましょ
う。親が自分の長所も短所も
認めて大切に思えば、子ども
の長所も短所も認められます。
まずはありのままを認め合い、
愛しましょう。

≪脅迫する≫
○○しないのなら△△するよ…

　人間は強み・弱みの世界で生きています。弱みを握られたら
強者の言いなりです。何度言っても言うことを聞かない相手に
は、つい自分の強みで責めようとします。これがパワハラです。
子どもに対しても気づかないうちにパワハラをしている場合が
あります。子どもが言うことを聞かない時は、できない理由は
何か、伝え方に工夫はできないか、相手に合わせて考えましょ
う。

≪間違いを謝らない≫
そんなことはしていない…

　何事も失敗や間違いを起こさないように注意するのは当たり
前ですが、大切なのは間違いを起こしてしまった時にどうする
かです。大人の世界では、失敗や間違いを認めることで自分
のイメージが悪くなる、立場が弱くなるなどの理由で、なかな
か間違いを認められなかったり謝らなかったりすることが、残
念ながらあります。それは大人が大いに反省すべき態度です。
子どもが自分の過ちや失敗を親に伝えてきた時は、その過ちや
失敗に対しては繰り返さないように注意をする一方で、叱られ
ることを覚悟して伝えてきた行動を大いに誉めましょう。また
逆に、親が子どもに対して間違った態度を取っていたことに気
付いた時は、しっかりと子どもの目を見て謝りましょう。「謝る」
「許す」はお互いの人間関係の発展にとても大切な行動です。

様々なジャンルの「世界一」を記録・認定している「ギネスワールドレコーズ」。
ここでは、親子で気軽に挑戦できるギネス記録をご紹介します！

チャレンジ １ 鉛筆立て チャレンジ ２ 折鶴折り
１分間で
鉛筆を何本立てられるか？

★直径7mm以内、長さ15cm
以上の鉛筆しか使ってはい
けない。

★立てる前の鉛筆は間隔を離
して水平に並べる。

★使えるのは片手のみ。1本ず
つ立てなければならない。

ルール

５分間で
折鶴をいくつ作れるか？

★15cm×15cmの
折り紙を使用。

ルール

＊受付時間 / 月～金　午前８時30分～午後５時15分（祝日、年末年始を除く）

火災共済
神奈川県民のための マンション等

耐火構造専用住宅
年間 年間4,000円 木造・準耐火等

非耐火構造専用住宅 8,000円
※新規にご加入の場合は、出資金100円が必要です。

●お問い合わせ・資料請求は 横浜市民共済生活協同組合
戸塚普及サービスセンターフリーダイヤル 0120-073-277

※広告内容は概要のため、詳細はお問合わせください。
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さくらっこ！
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
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横浜市民共済詳細はHPでも！
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第１回

17地区を２年・4回に分けて紹介します！

各地区の

柏尾の年始は元旦マラソン大会から
校長先生も一緒にスタート！

今年は茅ヶ崎から大磯まで歩きました
目指せ芦ノ湖！

子どもも大人も町内会対抗でガチンコ
勝負

年の瀬は柏尾地区恒例のもちつき大会！
小中学校・地域とも連携

おなじみのインディアカ

バッグペイント
真っ白なバッグに絵の具で絵を
描きました。

オリジナル動物時計
イルカ、ヒツジ、ニワトリ
の形をした文字盤を色とり
どりに色付けしました。

わくわくランプ
ランプ本体に、絵の具で色
付けした紙粘土をイメージ
した形に貼り付けました。

おかしの家

32

鎌倉ハム跡地

大正青指 検索 ➡大正地区HPをご参照ください。 
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◆第一条　子どもたちの「生きる力」を育む
　・基本的に雨天決行…雨、風に負けない
　・ケガやヤケドは覚悟の上参加
　・見守るが手伝わない
　　＜危険を感じて初めて回避力が身に付く!!＞

◆第二条　子どもたちの「自主性・創造力」を育む
　・参加を賞品や景品などモノで釣らない
　・作品作りにキットなどの既製品を使わない
　　＜与えるより引き出すことを大切に!!＞

◆第三条　大人たちの「子ども心」を復活させる
　・水、火、雪、泥に触れ合うイベントを開催
　・「親」が「ガキ大将」になる
　　＜子どもの目線に気が付く!!＞

〈作り方〉
①図案を決めて銅板にペンで描きます。
②図案に沿って、金づちで釘をたたいて、銅

板に模様を付けます。（面白さ：☆☆☆）
③仕上げ。汚れを落とし、色を付けます。

毎年１２月に開催される戸塚区の児童文化作品展に向けて、
小学生を対象に工作キットを利用した作品作りを行っています。
今年はどんな作品が生まれるのでしょうか、お楽しみに。

■アンケート・・・面白かった。たたくのが楽しかった。
　　　　　　　　　疲れた。またやりたい。等好評でした。
■事務局より・・・子どもたちのオリジナル性を伸ばすよ
　　　　　　　　　う取り組んでいきます。
※この他に、たけのこ掘り、恐竜の卵、お菓子の家、ペッ

トボトルロケット、ジュニアキャンプ、ＪＡＬ整備工場見学、
等々毎月実施しています。

　詳しくは…
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 …今回は長い歴史を持つ「彫金」をご紹介します。…
ちょうきん

ガンガン
たたいています

作品と一緒に


