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柚木荏田南地区　田井　京子

お芋を掘って食べよう
柚木荏田南地区

は胡麻団子で、さつま芋をレンジで加熱してつぶ
しコンデンスミルクで味をつけ、掌でまるめ、周
りにゴマを付け、ホットプレートにゴマ油を熱し
て香ばしい香りが出るまで焼きます。香ばしい香
りが出てくると味見が始まり、『美味しい！』の
声に誘われ子どもたちが集まり大試食会になって
しまいました。確かに試食が一番おいしいもので
す。大人が見守る中、上手に包丁を使い料理を作
り上げ、みんなで作った料理を食べました。自

分で作った料
理は格別なよ
うです。お腹
いっぱい食べ
ていました。
掘ったお芋は
各自持ち帰り
ました。家に

帰っておうちの方と
一緒に美味しいお料
理を作って食べてく
れることでしょう。

　平成 23 年 11 月 26 日（土）午前 10 時から小春日
和の中、荏田南町の畑でさつま芋掘りを行い、く
りの木保育室の庭をお借りしてお芋料理を作りま
した。参加者は子ども 20 人、大人 8 人、青少年
指導員 3 人の合計 31 名でした。さつま芋がどの
様に育っているかを見てもらうために、葉もつる
も掘る直前に切るようにしました。子どもたちは
一生懸命穴を掘り、大きなお芋を掘り出していま
した。お芋と一緒に冬眠中のカエルまで出てきて、
楽しそうに笑い声をあげながら畑の中を走り回っ
ていました。高学年の子どもたちは、低学年の子
どもが掘った後に掘り残しがないか、大きなシャ
ベルを使って畑を掘り起こしました。するとお芋
は沢山出てきて、小さい子にお芋を配り、満足気
でした。
　午前 11 時 45 分、くりの木保育室の庭で料理開
始です。メニューは、さつま芋としめじの炊き込
みご飯･お芋のポタージュスープ･サラダ･煮物･
胡麻団子とお芋尽くしです。一番人気があったの

　平成 23 年 8 月 5 日（金）、6 日（土）勝田小学校
にてかちだ連合盆踊り大会が行われました。私た
ち青少年指導員は大会の最中、終了後のパトロー
ルとゴミ拾いなどをスポーツ推進委員の方々と共
に行いました。パトロール中、倉庫の屋根に登っ
ていた青少年がいましたが注意すると素直に降り
てくれました。

　昔はプールや体育館に勝手に入り遊んでいた青
少年もいたのですが、最近はそこまでする人もい
なくなり、パトロール活動の成果を感じることが
できました。しかし、まだゴミをその場や花壇に
捨てて帰ってしまう人が
いるので、パトロール活
動を続けることで改善し
てゆきたいと思いました。

かちだ地区　斉川　正典

かちだ連合盆踊り大会パトロール
かちだ地区

平成 24 年３月発行（ 1 ） 都筑青指だより 第  35  号
都筑区茅ケ崎中央 32-1
都 筑 区 役 所
地 域 振 興 課 内
0 4 5 － 9 4 8－2 2 3 4都 筑 区 青 少 年 指 導 員 連 絡 協 議 会

せ い し

平成 24 年３月発行 都筑青指だより （ 1 ）



平成 24 年３月発行（ 2 ） 都筑青指だより

新栄早渕地区　鈴木　隆暢

さわやかスポーツフェスティバル
新栄早渕地区

　平成 23 年 10 月 16 日（日）、恒例のさわやかス
ポーツフェスティバルを開催しました。
　スポーツを通して、地域の子どもと大人が触れ
合う場を提供することを目的としており、小学生
100 名、幼児 40 名、保護者 100 名が参加し、盛
況でした。

　前日まで雨が降り、当日は快晴となったものの、
当日早朝はグラウンドのところどころに大きな水
たまりがある状態でした。砂を入れ場所を確保し、
いくつかのゲームはキャンセルしながらも、なん
とか開催にこぎつけました。得意な種目に目を輝
かせ、思い切りプレーする小学生、うまくできず
泣き出してしまう幼児、それを優しく手伝ってあ
げる兄弟姉妹など、子どものいきいきとした表情
を見ることができました。
　ゲームの終了後には、おにぎりと子ども会のみ
なさんが腕をふるった豚汁をいただきました。

池辺地区　伊藤　守

健　民　祭
池辺地区

　平成 23 年 10 月 9 日（日）、都田中学校グラウン
ドで、池辺町連合自治会第 17 回健民祭（秋の大運
動会）が行われました。
　池辺町の行事としては子どもから大人まで大勢
が参加する最大のイベントと言えます。それぞれ
の自治会ごとに 10 チームに分かれて、個人種目
もありますが、対抗種目でポイントを競い合い
ます。青少年指導員の私たちは、スポーツ推進委
員、子ども会とと
もに前日から会場
の準備や用具の補
修などを行いまし
た。当日には放送
係･商品の係･審判
他全体の進行を務
めました。競技と
しては、ムカデ競

争･対抗リレー･綱引きなどがあり、各種目ごと選
手も応援する人も真剣で大いに盛り上がった一日
となりました。競技も終わり昼食時には、都田中
学校吹奏楽部による演奏や池辺町神輿保存会伝統
の花篭の実演で楽しんでいただけたと思います。
また、連合自治会防災無線班による無線避難訓練
も行われました。東日本大震災の日に、電話が使
えない状況でも各自治会との連絡も無線でスムー
ズに取れたとの話で、もしもの時、その有効性を
感じました。昼のイベントも終わり、表彰式･閉
会となりましたが、私たちは後片付けが残ってい
ます。夕方近くまで撤去作業を行い、やっとのこ
とで終了となりました。準備から片付けまで大変
でしたが、健
民祭は町内の
大勢の人が集
う場として今
後も続けてい
くことが大切
だと思いまし
た。

　ゴミ削減を
目的とし て、
箸･椀の 持 参
を呼び掛けて
おり、多くの
方にご協力い
ただきました。
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渋沢地区　清水　良枝

渋沢連合レクリエーション大会
渋沢地区

　平成 23 年 10 月 16 日（日）つづきの丘小学校校
庭で渋沢連合レクリエーション大会を開催しまし
た。前日の大雨のため、私たち文化スポーツ部会

（スポーツ推進委員・青少年指導員）は一時間ほ
ど水抜き作業をし、グラウンドコンディションを
整えました。つづきの丘小学校の先生方が多数お
手伝いに参加してくださり、子どもたちは授業で
の先生とは違った様子に照れながらも嬉しそうで
した。競技はパン食い競争、スプーン競争などの
トラックを走る個人競技にくわえて、ボール送り
や大綱引き、ムカデ競争といった地元愛を目覚め
させる（？）町内対抗戦があります。
　今回で 18 回目を迎え、実行委員も参加者も競
技内容に慣れてきていますが、競技者を集めるこ
とに時間がかかり過ぎたという反省点がありまし

中川地区　竹村　幸成

都筑区民まつりへの出店
中川地区

　中川地区では毎年、子どもたちの社会体験のた
め、中川中学校及び中川西中学校の生徒にボラン
ティアを募り、都筑区民まつりへの出店を行って
おります。今回も平成 23 年 11 月 3 日（木･祝）に
センター南会場において、フランクフルト･水ヨー
ヨー･お茶の販売を行いました。
　心地よい気候の中せっせと準備を始めますが、
不思議と子どもたちが落ち着き払っています。何

た。また、そろそろ内容の刷新を考える頃かと思
います。
　震災後、人々の助け合いの重要さを感じており
ますが、こういった行事に参加することにより顔
の見えるお付き合いが増え、地域の絆が一層深
まっていってくれればと願っています。

故かと思い、良く見渡してみると、昨年も参加し
ていた子どもたちが大勢見受けられます。もう慣
れたものなのですね。先生方に聞いてみると、恒
例になっているこの事業は子どもたちにも人気
で、毎年参加を希望する子どもが大勢いるため抽
選をするほどの状態になるそうで、すごく嬉しい
ことです。（中川地区ではこの後、スポーツ大会
も企画しておりますが、こちらも今や恒例となり、
毎年多数の参加を頂いています。）
　楽しみながらも、苦労しながらも、その厳しさ
や達成感を味わってもらいたい。参加する全ての
子どもたちに「何か」気付きを持って帰ってもら
いたい。そんな気持
ちで毎年取り組んで
いますが、設営する
私たちもたくさんの
大切な思い出をいた
だいているようで
す。ちなみにあっと
いう間に完売御礼と
なりました！
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東山田地区　吉田　信夫

東山田小 こどもまつり
東山田地区

　平成 23 年 10 月 15 日（土）、東山田小学校にて
「東山田小 こどもまつり」が開催されました。こ
の行事は PTA が主催で、地域の方 と々、焼きそば･
綿あめ･輪投げなど、模擬店やいろいろな遊びを
して交流を深めることを目的としたものです。私
たち東山田地区青少年指導員も参加させていただ
き、割り箸鉄砲と竹笛作りを子どもたちに教えま
した。
　今年も私たちのコーナーにも長い列ができるほ
どの盛況ぶりで、休む時間もないほど一人ひとり
に教えていました。特に竹笛は前もって加工して
おいた土台の竹の中央部に穴を開け、そのそばに
ふき手の竹を結合して音の出る位置を決めて、接
着剤で止めます。
音の出る位置を探
すのがなかなか難
しいので子どもた

ちの表情も
真剣そのも
ので、音が
出たときは
大喜びでし
た。
　こうして
割り箸鉄砲
150 セット、竹笛 200 セットはあっという間にな
くなり、参加した子どもたちがうれしそうに鉄砲
や竹笛を手に持ち帰る姿がとても印象に残りまし
た。

　私たちは、
これからもこ
の様な場を通
じて子どもた
ちとの触れ合
いを大切にし
て取り組んで
いきたいと思
います。

川和地区　小出　初江

みんなで作って楽しく食べよう！
川和地区

　川和東小学校の 5・6 年生を対象とした今回で
2 回目のこのイベントは平成 23 年 12 月 17 日（土）
に、川和地区とふれあいの丘地区の青少年指導員
が共同で開催しました。校庭ではグラウンドゴル

フ、調理室ではスパゲッティーのブイヤベースを
作りました。元イタリアンシェフの方が生徒 20
人、保護者 7 人にイタリアンの基本のトマトソー
ス作りから教えてくださり、お昼にはみんなで楽
しく食べることができました。
　実習の前には「食べる事」についてのお話もし
てくださり、大変有意義で楽しい美味しい時間を
過ごせました。
　校庭でのグラウンドゴルフも寒い中みんな夢中
でホールインワンやバーディーを狙い歓声が沸い
ていました。
　校長先生やPTA
の方々も参加して、
大変喜んでいただ
き、私たちもこの
事 業 に 自 信 が 持
て、来年も是非続
けていきたいと思
います。

このマークは、青少年に優しい環境を願ってヨコハマの青少年指導員が決めたものです。
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