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申高生ボランティアの大溝躍極竃藝年櫨疇員によは彎ポートF
～ 鷺麗應淵膏襲簿鬱顆奪一渉楊晰

餓壌眩饉籍わは ～

平成29年 12月 3日 (日 )10:○ ○

～ 14:○ ○に、青少年センターで開催

されました。ステージ発表・おばけ屋敷

・模擬店などの催し物があり、来場者も

親子連れが多く、毎年楽しいおまつりに

なつています。

特に中高生ボランティアが企画。準備・

運営を行つているおばけ屋敷は行列がで

きるほど大人気で、ボランティアロ童や

来場者との交流も不□気あいあいとでき載

した。

またこの会場での実施は、青少年セン

ター移転のため今回が最後となります。

思い出に残る、力の入つた事業となつま

した。

☆量慧曇歩 晰 |
制作しました   11‐ |■‐■

歴代ポスターこ感謝の寄せ書き

無つ篠10儡鍛∫ず

☆工作すめ は/11学生のころを思い出し、
楽し∝ 懐かしヽ もヽのです
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打ち合わせをする青少年指導員

☆いるいろなアイディアを考え、
みんなに喜んでもらえるのがうれしいです 青少年センターまつつの様子は、

右の Q諷 コー ドから見られます。

=肇
市民審つιl準青少年セン鐵一議つιl参ご

中識 σ洵ポ青ヲ≫どティ7詢審踊謬覇議レ審司Ⅲ麟づ絆
みんなと仲良<なり、大変だけど達成感があり、

良い経験になったと喜ばれています。次はあなたが

参tllしませんか l   詳細|よ青少年センターまで

活動目標

菫青少年のボランティア

活動への支援

・地域活動の充実

・専門部会活動の充実

養:ざI十屋数の理付
☆たくさんの人とふれあえて、

楽しい思い出になります



※第 55号は、大禾□市の中部～南部地区をご紹介 します (P3中央の地図参照)

【2年ざ りの運動会、みんな頑張りま した機

10月 8日 に大和東小学校で地区運動会が行われました。

今回は2年ぶりに開催されるということで、天気も快晴 l良 しヽ

運動会 E3和でした。玉入れ、綱弓|き、 lJレ ーなど、子どもたちは

張り切つて競技に参加しています。小学生以下の子どもたちも、

一生懸命走つてゴールを目指していました。大人も子どもに負けじ

と張り切つてい載した。半日盛り上がり、大盛況の内に終了した

運動会。皆様の笑顔が輝いていた 1園でした。
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[中央地区ふれわしヽ広場 2① 17]

当地区|ま地域の自治会・各団体の皆様との交流も多<、 今年度も

10自治会 915団体に参加しヽただき、飲食を含め23種のブース

が並びま t/た。青少年指導員は事務局として実行委員会を開催 し、

会場設営を頑張りました。さて当日ですが、私たち総勢 11名 は

上革柳地区から5名の応援をもらしヽ、バルーンアート・竹馬・会場

係と分かれて開始を待ちました。開場とともに来客が増え、23の
ブースに|ま幼児連れの家族や児童で大盛況でした。

私たちのプースも大忙してしたが、楽しい 1日 でした。

へ広場畷【fふれあい広場

桜ヶ丘地区は、第 3 1 EBI應 れヽあい広場の紹介を l_/ま す !

私達は沢lllの子どもたちに楽しれ′でもらうため、桜丘小学校 や

上不□日中学校の PTA、 自治会、各団体のご協力と共に準備を

してきました。

いざ当日、残念な事に雨…中止になってしまいました (〉 ぐ

しかし、これで終わりではありません 1模擬店で予定していた

食材を、地上或の方展に提供する使命がありましたC00/雨の中

沢由の方々が来てくださり、即完売となりました
Λ∧

次回は3青れる

ことを祈つて一ご協力してしヽただいた皆さまに感謝します !

ありがとうございました。

③

◇◇受賞者紹介その 1◇◇

【神奈りll県青少年指導員表彰 1名】

だヽ菅 かあつ (大和地区)

【神奈り|1県青少年育成活動推進者表彰

佐藤 恵子 (中央地EXI)

1名】

(2)



【夏のデイ&ステイキャンプ重

8月 に初1橋小学校の校庭で、48名の児童が集まり、夏のデイ&
ステイキャンプを開催しまt/た。「子どもたちが自らの手で、力でJ

を目的に、毎年開催しています。他地区の青少年指導員、○慇の

皆さん、地t或 のボランティアの方々にご協力をいただき、テント

3長 り、夕食の下ごしらえやかまどを作つての飯ごう炊飯など、

園ごろできないことが体験できます。みんなで協力しながら作った

おいしい夕食の後、夜はキャンプフアイヤーを行い、テントでの

お)白 吟は夏体みの楽しい思い出になりまt/た。
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【今回ご紹介する地区】

申部～南部 (6地 EXI)

【ふれあしヽ広場囁

11月 18日 (■)雨の予報の

:なか実施されました。子どもたち

1意 1列年のように模擬店や健康相談、

書」り箸鉄砲の射的、スーバーボー

リレす<し 、ヽビーズを使つた作品作

り、スカツトボールで楽しみましノ

:た。
1 初の試みとして、グラウンドゴ

リレフも楽しめるようになりましたc

iグラウンドゴルフを主催したのは、

:上和田小学校グラウンドの芝生を

:ボランティアで維持整備されてい

iる方長です。また、青少年指導員

からのミニカップ麺ブレゼントも
:あ り、好評でした。

【フィールドデイサマー】

毎年夏に、渋谷西地Fy.社会福祉協議会と共催
‐
で
″
フィール ドデイ

サマー
″
と銘打って、中学生ボランテ ィアも交え子どもたちと楽し

く遊んでいます。

今年度|ま午前にベタンクで軽<汗を流し、午後は紙コップと分光

シートを使った万華鏡を作りました。

ふれあい広場は 11月 5日 (園 )下福田小学校校庭にて、天気にも

慧まれ盛大に開催 しました。また今年度初の試みで、下福囲中学校吹

奏楽部の皆さんに演奏していただき、大いに盛り上がりました。

魯轟轟嚢谷亀匡 漢技の吉:で |よ、グラ「シンド
~ご

上和

田小学校の「ソーランJ、 大禾□南

高校吹奏楽部による演奏、ダンス

部によるダンスが披露されました。

大和南高校ダンス部 |まアメ :_リ カ大

会で4位になるほどの腕前で、会

場を大いに盛り上げてくれました。
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◇◇受寅者紹介その2◇◇

【大本□市青少年育成活動推進者表彰 9名】

西河 透仁 (中央林間地区)。 箕輪 優 (南林闘地区)

石田 充徳 (大蓉園地区)

高橋 孝司 (申央地区)

・ 霜守 正夫 (大和地区)

。 寺村 園江 (高座渋谷地区)

大波 容子 (鶴闘地区)

五十嵐 重麟 (中央地区)

書田 正広 く上福田地区)

(3)
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だが役に立つ

難し与ぶ夕 物 嘲 麟 覆 議 錮 鰈 醸 魏 翻 蠣躍 願 覇
=跳警雹ン撃ズでm‐～

今日はパルーンで

クリスマスリースを
あ…疲れたな一 !

今日も残業だ～
今日もみんな

がんばってしヽこ～ 1
今日も最終電車 !

(深夜帰宅 。・ 。

むずかしいな～

でもがんばりま～す。

子どもたちとの

ふれあい

たのし～ 1

お―い鵞 :!

青少年指導量

やってみない?

えっl何それ?:

ヤダー 逃げろ一ねえねえ～、一緒に

青少年指導員やらない 1

えっ l

あんた だっだれ?

青少年掲導員だより わかくさ クイズ
※答えは (  )の中から選んで記号で答えて下さい。

1.この場所では最後の青少年センターまつりでしたcど こで開催されたでしょう。     ■1鶉

笞/t(A:シ リウス B:大 和市保健福祉センター C:大 和市青少年センター) .謳
2。 「青少年指導員だより わか<さ」は第何号でしょう。               年 底

答え (A:45号  B:65号  C:55号  )
3.本誌のタイトルが変わりました。次のどれでしょう。

笞え (A:わか<さの反  B:わ か<さニュース C:青 少年指導員だより わかくさ )

O①クイズの答え②本誌を読んだ感想 e読みたい記事③住所 。氏名 0年齢を書いて、はがき又は

FAXで 送ってください。正解者の中から、抽選で40名様に図書カードを進呈いたします。

O〆切 :4月 15日の消E日有効、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

〒242-O021 大和市中央 1-5-14 こども・ 青少年課 ]慰 :261-4900

カラー版は市のホームページでご覧になれます http://www,citv va mato.lg`ip./web/seishou/seishi.html〕
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