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10月 18日 (土 )、 金沢まつ りいきいきフェスタが海の公園で開催さ

れました。当日は晴天で風 もなく、絶好のコンディションの中で行

われました。メイン通 りの両脇には、さまざまな出店が立ち並び、

焼きそばや焼き鳥、フランクフル トやアメリカンドッグ、和菓子や

お赤飯等いろいろなものが販売されました。

午前10時から横浜市消防音楽隊のパレー ドが始まり、続いて金沢

プリティガールズや大道中学校のバ トン部の行進、六浦睦鼓笛隊が

演奏 しながらの行進と続き、来場 した多くのお客さんの拍手に送ら

れていきました。

また野外ステージでは、さまざまなグループがダンスを披露 し、

砂浜のフラダンスステージでは区内のフラ愛好家による発表会が行

われました。

金沢区青少年指導員協議

会では、サマーキャンプや

パ トロールの模様を写 した

写真、青少年指導員の活動

内容をパネルで展示 し、ま

た、割 り箸鉄砲 ・ヨーヨ

ー・ペンシルバルーン・折

り紙・ブーメラン・紙パ ッ

ク トンボといったものを子

どもたちと一緒に工作する

コーナーを出店 しました。ペンシルバルーンは膨 らませた細長い風

船をねじって動物や恐竜などの形にするもので、小 さな子どもには

なかなか難しいものでしたが、部員が手際よく作って渡すと嬉 しそ

うに持っていきました。ブーメランやフリスビー、紙パ ック トンボ

などは作るのが割と簡単でしたので、子どもたちが自分で作ったも

のを広場で飛ばして楽 しそうでした。一番人気があったのは折り紙

コーナーの「ふなっし―」でした。黄色と水色の紙を合わせて型紙

を利用して折り曲げ、「ふなっし一」が出来上がったら自分でペンで

顔を書くもので、折り紙コーナーはいつも子どもたちでにぎわって

いました。最後まで好天に恵まれ楽しい一日となったいきいきフェ

スタでした。

パネル準備の様子

ヨーヨーを作成中
一緒にブーメランを |

みんなで折 り紙
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11月 16日 (日 )、 「子ども・若者育成支援強調月間」の一環として駅前や

商業施設周辺で、青少年の健全育成啓発活動のチラシを配布 しました。

毎年実施されているこのキャンペーンは、日頃の青少年指導員の活動を

ご理解いただくとともに、“子どもたちの豊かな成長のために地域住民の皆

さん全員で見守っていきましょう"と いう呼びかけを目的としたものです。

当日は皆さん快くチラシを受け取って下さり、中には青少年指導員の説

明に熱心に耳を傾けて下さる方もいらっしゃいました。

この活動を通じて一人でも多くの方に関心を持っていただければ、と思

いました。

全市統一行動キヤンベーンを実施

ゴール後のバー

しました。青少

大会を終えるこ

第44回口‐織ド1        1回期ヽ学生駅伝大会
2月 11日 (祝・水)に第44回 ロードレース大会・第24回小学生駅伝大会が、

海の公園及び八景島で行われました。小学校 4、 5、 6年の女子は9時スター

ト、その後15分間隔で4年男子、5年男子、6年男子と続きました。青少年

指導員は朝の7時30分 から選手の受付を開始 し、ICタ グの付いたゼッケン

や、その日のプログラム等を渡 しました。

小学生のロー ドレースの距離は1.8kmな ので、スター トから白熱したレー

スになりました。6年生のレースではスター ト直後に転倒 した選手もいまし

たが、大きなケガにはならず、警備していた青少年指導員もホッとしました。

その後、小学生の駅伝大会の時間を利用し青少年指導員は、5 km・ 10km
の警備ポイン トである八景島方面へ移

動 し、ランナーが走 りやすいように観

覧者の整理誘導にあたりました。駅伝

大会に参加 した小学生たちを応援でき

なかったのは残念でした。

11時15分からは中学生の男子以上が

参加する5kmが スター トし、高校生や

一般ランナーたちが力強い走 りを見せ

ました。青少年指導員はコースに並んで

警備にあたりました。12時 スター トの10kmで は自信のあるランナーが顔

をそろえ、さすがにスピード感あふれる走りを見せていました。朝は冷え

込みましたが、晴天でしたのでコンディションも良く、参加した選手たち

は、日頃の練習の成果を発揮できたことと思います。レース後の表彰式で

は、みな、晴れやかな顔で表彰台に上がっていました。

青少年指導員は、コース警備・駐輪場案内・参加者受付・

コー ド処理、タグ回収・バイク先導など多くの場面に協力

年指導員たちも選手たちと同じように晴れやかな表情で、

とができました。

開会式 :み んなで準備運動

小学生回―ドレース :さ ぁ行くぞ～
|

晴天に恵まれた八景島のコース

トップの選手がフニッシュ !
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区地

しながわ本藤   1洟爾繹
10月 25日 (土 )、 金沢東部地区では青少年指導員の主催でしながわ水族館見

学会を開催 しました。当日は天候に恵まれ、気温 も穏やかでした。絶好の行

楽日和の中、20名 の小学生・中学生が参加しました。

しながわ水族館に到着すると、子どもたちは班に分かれて行動し、思い思

いに魚を見学 しました。イルカショーやアシカショー、ダイバーによる水中

ショーなどを楽しみましたが、一番人気があったのは「ふれあいコーナー」。

ここでは「ガラルファ」という人の皮膚の角質を食べる魚が展示されており、

子どもたちは水槽に手を入れると集まってくる魚に声をあげて喜んでいまし

た。みんなで弁当を食べた後は、隣接するしながわ区民公園で自由行動。子

どもたちは鬼ごっこや様々な遊具で楽しく遊びました。

みかん狩り

見学会の後日、参加 した子の親御 さんからメールが届き、

も楽 しそうに当日の様子を話していたことが書かれてありま

に、企画 した青少年指導員も顔がほころびました。今後も、

もたちが楽しめるイベントを開催していきたいと思います。

11月 3日 (祝 ・月)に柴シーサイドファームで金沢地区のみかん狩 りを

行いました。

金沢地区では6月 に開催予定だったじゃがいも掘 りが雨天中止になっ

てしまったこともあり、私たち青少年指導員にとっても待望のみかん

狩 りとなりました。今年は各町内から子ども61名 、大人31名 、指導員

7名 を含め総勢99名 が、集合場所の金沢区役所から1時間ほどかけて歩

いて向かいました。

到着後、係の方の説明を聞き、専用のはさみと持ち帰 り用のビニール

袋を受け取ると、食べごろを迎えた、たくさんのみかんを前に子ども

たちは自分で採って食べたみかんの味を友だち同士で比べ合ったりし

ながら、みんな思い思いに詰めていました。収穫の後はお弁当を食べ

てビンゴゲームを行いました。ビンゴになるドキ ドキ感が私たち指導

員にも伝わってきて、こちらも毎回盛り上がる楽 しみなイベン トです。

お子 さんがとて

した。その文面

このような子 ど

金沢地区

帰りは海の公園前のまつかぜ公園で解散となりました。今年も各町内会の役員、保護者の方の協力もあり無事に終え

ることができました。来年も参加をお待ちしております。

ウォークラリァ 六浦西地区

11月 9日 (日 )、 六浦西地区青少年指導員協議会と大道中学校区

PTA協議会の共催により第26回 ウォークラリー大会が開催されました。

大道中学校をスター ト、鼻欠地蔵・白山道奥磨崖仏・大道小学校、六浦

西第二公園をゴール とし、 5か所のチェックポイントごとにクイズやイベ

ントカ`あリシールをもらいます。

小中学生の家族や仲間、サッカー・バスケットボール・陸上部のグループ

等、老若男女計39組、141名 の参加者が、それぞれ “コマ図"を頼 りに歩

き、主催者が事前に下見を行い設定 した基準タイムに近い所要時間を競 う

大会でした。ゴール後は参加者全員に参加賞が渡 され、美味しい豚汁がふ

るまわれました。また、閉会式では上位 5組、その他各賞が表彰 されました。

当日は、小雨が予想 されましたが、開会式が始まる頃には晴れ間に恵ま

れ、各小中学校の先生方、スポーツ推進委員・PTA・ 主任児童委員のイベ

ン ト・コース警備、PTAの お母 さん方の豚汁づ くり、青少年指導員 0
B・ 各地域の役員の方々等、多くのご協力を得て、大会を無事に終えるこ

とができました。

水槽に手 を入れると…

食べごろみかんがいっぱい |

ゴール後の様子
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「どんど焼き,JI

1月 17日 (土 )、 金沢区の冬の風物詩である
「どんど焼 きJが海の公園で行われました。

横浜金沢観光協会の主催で行われ、第20回 を

迎えました。

どんど焼きとは、小正月 (1月 15日 )に行

われる行事の一つで、門松やしめ縄、お守り、

破魔矢などを持ち寄って焚き、その火にあた

ることで無病息災を願います。

青少年指導員も会場内で行われただるま落
とし、団子焼き、餅つきなどを手伝い、また

焚 きあげるお飾 りなどの受付 けも行いまし

た。その他にも会場では書初めや願い事コーナー、木遣・お囃子・獅子舞の演舞など

今年もたくさんの人が訪れたこの行事に、青少年指導員協議会として初めて協力

通して地域を盛り上げていきたいと思いました。

スタ冒       ベーン

どんど焼きの様子

も行われていました。

し、改めて、地域活動を

青少年指導員協議会では、学校・地域 ・PTAが 一体 と

なって青少年を見守る機運を高め、見守 り活動の実施に
つなげていくことを目的にした「スクールゾーンキャン
ペーンJを実施 しています。

平成26年度は高舟台小学校のスクールゾーンで実施を

計画 しましたが、当日の雨天で中止になってしまいまし

た。準備に協力 していただいた高舟台小学校のPTA、
教職員の皆 さま、地域の方々には大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。

青少年指導員協議会では今後 も引き続き、スクールゾ
ーンキャンペーン活動を続けていきますので、皆様のご

協力をお願いします。

8月

協力する指導員

活動・行事予定
○全市一斉統一行動パ ト□―ル活動

青少年を取り巻く社会環境健全化

活動の推進のため、横浜市の青少

年指導員が一斉に夜間パ トロール

を行います。

○ジユニアサマーキヤンプ

仲間づくりを目的としたキャンプ

を、山梨県「道志の森キャンプ場」

で行います。 2泊 3日 の日程で、

対象は小学 4年生から高校 3年生

までです。詳細は 5月 下旬にお矢□

らせする予定です。

平成26年度 表彰者のご紹介律鷺汽2}旨@錮炉繁内 瑠写爵百ゼ
○横浜市青少年指導員永年勤続者顕彰

◆20年

・内野 千秋さん (六浦西地区)

表彰を受けられました。おめでとうございます。

◆ 15年

・奥田 勝美さん (シ ーサイドタウン地区)・ Jヽ林 淑高さん (金沢地区) 。飯塚 久典さん (六浦西地区)

◆ 10年

・冨樫 法仁さん (富岡西能見台地区) ・藤木 保広さん (六浦地区) ・関澤 守明さん (六浦西地区)

○神奈川県青少年育成活動推進者表彰
。鈴木 勝義さん (金沢地区)     ・芳垣 隆司さん (釜利谷地区)

○金沢区社会福祉協議会社会福祉功労者表彰
:門田 真理子さん (金沢中部地区)

新メンバーになった24期 も間もなく1年 を迎えます。今回は今後の青少年指導員活動
を含めて紹介 しております。これからもみなさまのお役にたてる紙面作 りを目指してお

ります。どうぞ宜 しくお願いします。
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