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主な年間行事 15地区それぞれの地域で活動するほか、区や市、県全体で取り組む活動もあります。
時期 行　　　　　　事
4月 委嘱式（隔年）
6月 都筑区青少年支援者育成講座

（青少年指導員研修会）
7月
〜
8月

青少年の健全育成を進める県民大会
はぁとdeボランティア
～中高生のための夏休みボランティア体験～
全市一斉統一行動パトロール活動
社会環境実態調査

9月 横浜市青少年指導員研修会
11月 都筑区民まつり

つづきウォーク＆フェスタ
全市統一行動キャンペーン活動
神奈川県青少年指導員大会

1月 都筑区青少年支援者育成講座
（青少年指導員研修会）

3月 都筑ふれあい健康マラソン大会（協力）
横浜市青少年指導員大会

中・高校生のボランティ
ア体験のきっかけづくり
のために、毎年実施して
います。
青少年指導員はオリエン
テーションや受入先などで活動しています。

年2回、青少年指導員の
スキルアップのための研
修会や青少年健全育成に
携わる方たちに向けた講
座等を実施しています。

青少年の非行・被害防止を目的に、夏に一斉にパトロールを行っていま
す。町内会等の団体と連携し、大人数で実施している地区もあります。

都筑区内の緑道や公園をめぐる「ウォーク」と、中・高校生が吹奏楽
演奏、ダンス・バトン演技を披露する「フェスタ」を融合させたイベ
ントです。運営ボランティアとして、中学生が活躍してくれています。

横浜市青少年指導員は、自治会・町内会等か
ら推薦され、横浜市長から委嘱を受けて活動
しています。任期は2年です。
現在活動しているのは、第26期青少年指導員
（平成30年4月1日委嘱）です。

都筑青指だより

都筑区では、現在113名が青少年指導員として活動しています。「青指（せいし）」は、青少年指導員を略した呼び方です。
私たち青少年指導員は、地域での取組を通じて、青少年の健全育成、居場所づくり、社会環境の健全化に取り組んでいます。

茅ケ崎南MGCRS地区

柚木荏田南地区

編 集 後 記

ふれあいの丘地区

合 同 開 催

編 集 委 員

● 夕涼み会 子ども向けイベント（8月）

● 第9回柚木荏田南夏まつり（8月）

● 第11回ふれあいの丘連合祭（10月）

東山田地区
山田地区

● 凧揚げ大会（2月）

優秀者の表彰

川和地区
ふれあいの丘地区
● 凧作り教室（2月）

● 凧揚げ大会（2月）

青指は「的あてゲーム」と「ストラックアウト」を担当しました。
中学生ボランティアのお兄さんお姉さんたちとみんなでワイワ
イ盛り上がりました。

今年も、青指のアテンドで40名もの茅ケ崎中学校バドミントン
部のみなさんにボランティアとして参加していただきました。
お祭りの各ブースでみんな大活躍!! 地域との交流の橋渡し役と
なることができました。

子どもみこしに飾り付け。
来年は新しいおみこしにな
る予定です。

今年は猛暑のためコースを
短くし、お祭り会場内を周
回しました。

今年度も各地区でそれぞれの特色を生かした行事が行われま
した。共通して言えることはお互いの顔が見え、見て触れて感
じる人と人との関わりだと思います。ネットの利便性が向上し、
簡単に仮想的体験もできる昨今ですが、リアルな世界で人と関
わり合う力が本当に大切ではないでしょうか。このような活動
を通じてより良い地域、環境を作って行きたいと思います。

 広報部会担当会長（渋沢地区会長）　南雲 俊男
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広報部会は青少年指導員の活動を広く社会にお知らせする役
割を担っており、この「都筑青指だより」だけでなく、如何に
して日頃の活動状況を地域に発信していけばよいかを話し合い
ながら取組んできました。
複雑化する社会環境や防災、高齢化等への対応に青少年の地

域活動への参加の機会を提供して、多世代間の交流を推進して
参ります。

 広報部会担当会長（茅ケ崎南MGCRS地区会長）　坂本 文昭

地域のお祭りで、青指はレ
クリエーションを担当しま
した。
子どもたちは、風船割りで
中から当たりくじをさがし
ます。

初めての種目「紙ひこうき飛ばし」
記録は、男性24.3m、女性16.6mでした。

長岡 智和（都田・広報部会長）
富本 浩通（東山田）
今西 幸浩（山田）
岸本 　正（中川）
楜澤 祐司（勝田茅ケ崎）
三好 武志（かちだ）
伊地知 利夫（新栄早渕）
田丸 　陽（池辺）
安達 幸吉（佐江戸加賀原）

石田 喜代美（川和）
井上 信夫（荏田南）
坂本 佳次郎（渋沢）
三本松 瑛子（茅ケ崎南MGCRS）
田中 さとみ（ふれあいの丘）
藤西 京子（柚木荏田南）
南雲 俊男（広報部会担当会長）
坂本 文昭（広報部会担当会長）

毎年11月23日㈷は

つづきウォーク
＆フェスタ!!
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東山田地区 都 田 地 区

中 川 地 区 佐江戸加賀原地区

かちだ地区 荏田南地区

山 田 地 区 池 辺 地 区

勝田茅ケ崎地区 川 和 地 区

新栄早渕地区 渋 沢 地 区

● こどもまつり
 （東山田小学校）（11月）

● こどもランド（山田小学校）（11月）

● じゃがいも堀り＆カレーライス（7月）

● チャンピオン大会（2月）

● 杉山神社例大祭（10月）

● 中学生販売体験
 都筑区民まつり（11月）

● 佐江戸町歩け歩け大会（10月）

● 勝田団地盆踊り大会（8月） ● さわやかスポーツ大会（10月）

● 竹細工教室（7月） ● 歩け歩け大会（5月）

● 夕涼み会（8月） ● 茅ケ崎中学校ふれあい祭
 段ボールハウス（9月）

● 杉山神社子ども神輿（10月）

● 子ども・若者どこでも講座（6月）

● 第25回防災&レクリエーション大会（10月）

子どもたちと一緒に
割り箸鉄砲を楽しく
作っています。竹笛
は、久しぶりに長い
行列ができました。

じゃがいも堀りやカレー作りを手伝いました。

自然豊かな地区で沢山採れまし
た。子どもたちとカレーライス
を食べ、美味しかったです。帰
りには2㎏のお土産付き。みん
な笑顔がいっぱいでした。

中川地区4つの小学校の
学区をこえた交流!!

青指は沿道警備
に参加!!

平成30年は、中川西中学校
の皆さんと大盛況でした!!

子どもたちとのふれあいと健康増
進を目的とし、青空の下、佐江戸
会館から鴨池公園まで往復5キロ
の緑道を歩きました。

皆から「気持ち良かった～」、「また
参加したい！」と大好評でした。

3日、4日に開催した勝田団地盆踊り大会で、
参加した子どもたちが割り箸でスーパー
ボールの掴みどりに挑戦しました。

● 習字・墨絵教室（毎月第3日曜日）
● 図画工作教室（毎月第4水曜日）
勝田小学校コミュニティハウスで開催しています。

天候にも恵まれ、大勢の子どもたちが参加しました。終了後に
はフランクフルトと飲み物をもらい、親睦と交流を深めました。

グラウンドゴルフ
青指は、グラウンドゴルフを指導しました。

ドリブル競技
カラーコーンの間
をドリブルします。

他にも、フリーキック・
キックボーリング・
ティーバッティング等
があります。

スリッパ飛ばし
スリッパの飛距離
を競います。

当日は、25名の子どもたちが参加し、昨年より改良したカブト
虫、竹トンボ、ステゴザウルスを作りました。青指は、事前に
準備した部品の組み立てを手伝いました。

今年度も防災訓練を兼ねて開催しました。
沿道警備やゴール地点の会場設営を担当しました。

池辺杉山神社から葛ケ谷
公園まで、約6km歩きま
した。

総勢600名以上が参加
する大イベントとなりま
した。

子どもたちと大人との積極
的な関わりを目指し、夕涼
み会など子どもたちと一緒
に地域の活動をサポートし
ています。

過去4回は、保護者向けのテーマで実施
していましたが、今回は初めて中学生を
対象として「SNSの落とし穴 ～こんな
はずじゃなかった～」をテーマに開催し
ました。質疑応答もあり、生徒たちは真
剣に聞いていました。講師：中島 尚樹先生

防災体験とレクリエーションとをコラボレーションしたイベン
トです。中学生ボランティアも防災体験と地域防災拠点の運営
について学びました。5年後10年後の自治会、地域活動、地域
の良い環境作りの担い手として、これからも一緒に頑張ろう!!

● 連合町内会主催　夕涼みのつどい（7月）

オープニングセレモニー
早渕中学校吹奏楽部の演奏は屋
外にもかかわらず、いつも素晴
らしいパフォーマンスです。

盆踊り
子どもからお年寄りまで
地域の輪ができました。

ビンゴゲーム
中学生ボランティアが
活発に動いてくれました。




