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横浜市青少年指導員
　シンボルマーク
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南区青少年指導菖協議会
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■区長あいさつ

　区長の松山弘子でございます。青年少年指導員の

皆様には、日ごろから青少年健全育成にご尽力いた

だき、誠にありがとうございます。また、今年度は、39

人の新任者を含む168人の方に第27期横浜市青少

年指導員をお引き受けいただきました。あらためて、

感謝申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、委嘱

式やふれあいキャンプ等の多くの行事が中止とな

るなか、ボイス・オブ・ユースの実施をとおして、青少

年健全育成にかける皆様の熱い想いを感じまし

た。これからも、将来を担う青少年を育てるための活

動を一緒に進めていきましょう。

■会長あいさつ

　第27期会長に就任しました、六ツ川地区会長の

山崎でございます。

　私たち南区青少年指導員は、ふれあいキャンプや

ボイス・オブ・ユース、桜まつり・南まつりでの模擬店な

ど、年間を通して子ども達との触れ合いの場、居場所

づくりの活動を行ってまいりました。

　今年は、新型コロナの影響で、これらの事業はほと

んど実施できずにいます。そんな中、ボイス・オブ・

ユースは、やり方を工夫して、形を変えて実施に向け

努力しています。今後とも、青少年の健全育成のた

め、皆様のご理解とご協力を、お願い申しあげ、就任

の挨拶とさせていただきます。

　　　　　南区長

松山弘子
南区青少年指導員協議会会長

　　　　山崎直宏

27期波乱の幕開け
　2020年4月、27期がスタートしました。新型コロナ

流行の収束の見通しがたたず、桜まつり、キャンプ

などの行事が中止となっただけでなく、顔を合わせ

ての地区会長会議も8月にようやく開催、という運

びでした。今期は8人の新しい顔ぶれを迎え、フレッ

シュな雰囲気の地区会長会議、27期のスタートは天気

晴朗なれども波高し、というところでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（黒住）
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地区の紹介とともに、地区ごとの新青指の方々に一言をお願いしました。

　こんにちは。太田東部地区は、京急線黄金町駅から南太田駅沿

いの北側に位置し、三方を保土ヶ谷区・西区・中区に接しています。

　今年は、ご多分に漏れずコロナ禍で残念ながらほとんどの地域

イベントは中止になってしまいましたが、本来は青指メンバーも

様々に活動させてもらっているところです。例えば、9月は太田小

学校で健民祭が行われるはずでした（写真左）。また、地元町内会

のクリスマス会では青指有志のミニコンサートを催したりしていま

す（写真右）。

　さて、当地区では、長年青指地区会長をして来られた志村さんが

3月で引退し、4月から小澤さんが新しい地区会長に就任致しまし

た。今年は新任のメンバーはおりませんが、これまで通り次のメン

バーで頑張ります（敬称略）。小澤修司（地区会長）、金沢光秀、橘田

和俊、黒相潔、比嘉善夫（活動部会）、松島陽一、今井馨太郎（広報

部会）。どうぞよろしくお願いいたします。

　当地区では10町内

より各1名、総勢10名

と手狭所帯ながらも一

致団結したチームワー

クで年間の各活動をこ

なしております。下町

で人情があり、和気あ

いあいと楽しく活動し

ています。1月餅つき大会に始まり、2月AED講習会、7月盆踊り大

会、11月には関東一と称されている大鷲（おおとり）神社での酉の

市夜間パトロール等々の活動を行っています。

　写真は2015年南吉田小学校でのAED講習会のものです。

　今年2名の方々が委嘱されましたので一言コメント入れて紹介さ

せていただきます。
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　若輩者ではありますが、精一杯

努めて参ります。皆様どうぞよろし

くお願い致します。

齋藤嵩広

　精一杯頑張り
ます。よろしくお

願いします。

一1 白石学

　中村地区では、

各町内会より選出

された15人で活動

しています。

　主な活動とし
て、小中学校との

夏休みパトロール・

　本年度から青少年指導員に就任させて

いただきました、宮本類と申します。地域関

連行事のお手伝いや、子供会、PTAなど関

連団体との交流・情報交換などに貢献でき

ればと思います。宜しくお願い致します。

連合運動会・地区対抗グランドゴルフ・連合まつりに参加し

ています。宮本会長の下、普段は自由で和気あいあいとし

ていますが、行事になると一生懸命で、どのメンバーもとて

も頼りがいがあります。

　今期は新しく、藤原浩さん・宮本類さんの2名が入り、こ

れから活動をしていきます。

一　一　一一一一一一　　　　　　　　　　宮本類

　この度、令和2年4

月1日付にて青少年
指導員になりました、

藤原浩と申します。不

慣れなものでご迷惑

をお掛けする事があ

るかもしれませんが、

皆様のご協力を賜り

無事に努めたいと存

じます。何卒よろしく

お願い申し上げます。

浩原藤
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キタナガタノよいとこ、ズバリ？

真面目……もくもく揚げパン

優しい……ほこほこ凧上げ

明るい……わいわいパトロール

人生に潤いを。

人生に青少年指導員を1

そして今年、素質十分の新人が

ふたりも参加してくれることにな

りました。

どのように過ごしても「時間」、

一緒に有意義な時間を過ごして

もらいたいと思います。

　今までオヤジの会、PTAといった形で小学校

や地域と関わってきましたが、子どもの小学校

卒業で「この先はあまり出番はないかなあ・・」と

少し寂しく思っていました。そんな時、青指に

誘っていただき、二つ返事で受けさせていただ

きました。再び学校や地域と関われる機会がも

らえた事に感謝しています。青指の名に恥じな

いように頑張って活動していきたいと思います！

＼t

　阿部成人

σ4■

welcome北永田　会長より

　子どもの通うノ」、学校で関わった

PTA。地域の皆様と関わる多く

の行事の中で青少年指導員の
方々がご活躍なさる姿を見せて

いただいていました。お忙しい

中でも子どもたちの笑顔のため

に事前準備から本番まで楽しそ

うに活動なさる姿がとても素敵

だと感じていました。今回ご縁

があり、そんな皆様と一緒に活

動できることとなりました。北永

田地区の笑顔あふれる活動の
お手伝いができれば幸いです。

■■■　　　’一一

今期からよろしく！噺しい仲間、

お2人です！！

い⊂一一一一一一一一
　　　　　　　　　高橋留美子

　太田地区は、令和2年度より2自治会、10町内会で運営

となりました。地区内には南太田小、太田小、蒔田中、横浜

商業高等学校、横浜清陵高等学校の5校があり、共進中や

富士見台小（保土ヶ谷区）も学区になります。

　太田地区連合町内会には、「幸福、満腹、声掛け、太田地

区」と言う標語があります。この標語は、青少年指導員活動

に通じるものと思います。

　長年に渡り強い指導力で太田地区の活動を支えてくだ

さった渡邊会長が志半ばで、今年3月に逝去され，今年度青

指第27期よりその意志を継ぎ新体制でスタートしました。

私、新会長小峯と日高副会長を中心に、新任3名を迎え12名

で協力して活動して行きます。

．o°．

　今年1月に60歳となりました。自分が、青指活動に関わる事によ

り、非力ながら安全安心、きれいな地域に貢献出来ればと考えてお

ります。先輩青指方々、よろしくご指導をお願いいたします。
■

　　祖母の代からずっと太田地区の住人です。コロナ禍で様々な

　行事が中止となりましたが、一日も早く、子どもたちと一緒に笑

　い合える日を楽しみにしています。青少年健全育成の活動を通

　し、温かく見守っていきたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉麻衣子 ＼

杉山祥三

　私は旭区から20年前に転入して来ました。街の景色も子どもの人

数もだいぶ変わりましたが未来を担う子ども達といっしょに活動で

きる事に心がワクワクしています。わからない事ばかりですが宜しく

お願いします。

原淳一
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　永田みなみ台地区は南永田団地を中心とした高台にある

地区です。パトロール、夏まつり、もちつき大会、ふれあい

フェスティバル、ラジオ体操、ちびっ子プールなどの地域行

事を自治会・地域の方々・小中学校・スポーツ推進委員など

様々な方と力を合わせ取り組んでいて、それが地区の特徴

の一つとなっています。

●出身地／横浜市鶴見区

●趣味／星空観察・スクーバダイビング

●ひとこと／コロナ禍のため無限の才

　能（ボケ）を発揮（晒す）する機会がまだ

　ありませんが、こどもたちから感動を

　もらい、こどもたちが感動できるよう

　頑張りたいと思います。

＼⊂一一一一
　伊東由和

　私は昭和61年生まれで、今は令和
2年。気がつけば34年の年月が流れて

いました。でも実は毎年、歳をとっている

なと気づいていました。振り返れば役者

を目指し始めたのが18歳で、諦めたの

が26歳。そして両親の為に安定を求め

就職して、今に至ります。最後に、まだ夢

である役者は諦めてません。

　　　　　　　　　　　

＼一一一　　　　　　　　　　　　　小林卓也
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　本大岡地区は、

活気ある弘明寺商

店街を含む地域で

14町内会からの

青少年指導員で活

動をしています。

　本大岡地区の事

　皆様には、いろいろご指導

いただくばかりかと思いま

す。よろしくお願いします。

一一　小倉研介 ＼

　今回、青少年指導員をやらせて

いただく中島です。まだ、右も左も

わからないことだらけですが、みな

さんの役に立てるように頑張ります

ので色々とご指導お願い致します。

業として、小中学生を対象とした田植え・稲刈りを体験する

農業体験事業を行っています。春の田植えと秋の稲刈り体

験することで、稲の成長や作業の大変さを理解し、さらに、

田圃では力エルなどの生き物に触れることで身の回りの自

然素晴らしさを感じることができる企画を行っています。体

験した児童からは大変楽しかったとの声をいただいている

ところです。また、田植え等は茨城県の田圃で行うため、バ

スによる移動はチョットした小旅行となることも、児童たち

の一つの人気かもしれません。

　さらに、秋にはこの事業で収穫されたお米で餅つきを行

う“収穫祭”も実施しています。

　今年度は残念ながら、コロナ禍により活動が制限されて

実施していませんが、この騒動が落ち着き、再開できること

を祈るばかりです。

　このコロナ騒動の影響は地区での定例会も自粛せざる

負えない状態です。みんな会えない状態のなか、新たに委

嘱された2名の青少年指導員から意欲あるお声をいただい

ているところです。今後、地区一丸となって活動が出来れば

と考えるところです。

へ1
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　別所地区は南区の中では最も西南に位置し

ており、港南区との境界は東京湾と相模湾の分

水嶺、いにしえは武蔵、相模の国境です。バス

路線も東戸塚一上大岡路線なので現在の区役

所への公共交通機関はなかなか不便。

　別所連合は8町内会ですが、現在青少年指

導員は7人選出。夏の連合行事の「盆踊り」では

カキ氷やカレーライスの模擬店を、秋の「ふれ

あい祭り」でもカレーライスの模擬店を出店するとともに演芸会の舞台音響を担当しています。

　7入のメンバーはそれぞれ個性的であることは写真の人相から明瞭。

　後藤さんの後任の新人地区会長は黒住直。齢は落合博光、習近平と同じ。うまい酒旨い食い物が好き

で、苦手なのは退屈な話にれは加齢とともにますます顕著に）。

v

　今期からの新人「田村

学」さん。年齢48歳、趣

味はゴルフと宴会。最近

の問題点はコロナ太りと

二日酔い頻度の上昇だ
とのこと。

　また26期途中から参
加の「羽賀敏夫」さん。

キャンプ好きな明るい

キャラ。TDL好きなロマ

ンチストはちょっと意外

な一面かも。

．．o°
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【蒔田地区の取り組み】

蒔田地区では、年間を通じて、次のような

取り組みをしています。

①蒔田小学校運動会ボランティア（5月）

②光のプロムナードボランティア（12月）

③磯子七福神めぐり（1月）

④芋煮会（2月）

⑤社協ふれあいフェスタボランティア（2月）

が主な活動内容です。

　特に芋煮会は、キッズクラブの仲間も参

加してもらい、大人と子どもたちがいっしょ

になってゲームをしながら、和気あいあい

と交流を深めあっています。

　今年は、コロナ禍にあって活動が出来な

い状況ですが、早く終息することを心から

願っています。

　蒔田地区で新しく青少年指導員になれら

ましたお二人に一言コメントを頂きました。

　今後のご活躍をお祈り致します。

　ボイスオブユースの選考では、子ども

視点の作品がとても新鮮で、また真蟄に

作品を読み込む皆さんの姿に感銘を受け

ました。

　今後はウィズコロナの時代に合った取組

みを皆さんと探っていきたいと思います。

落合正嗣

　青少年指導員をさせていただくことに

なりました水谷です。今年度は多くのイベ

ントが中止になってしまい、まだお手伝い

できる機会がありませんが、先輩指導員の

皆様のご指導を頂きながら頑張りたいと

思います。どうぞよろしくお願い致します。

■
、．o㌧
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　井土ヶ谷地区は、現在8名のメンバーで活動しています。

地区行事の運動会や祭礼の手伝いの他に青指独自の活動

として、じゃがいも掘り、さつまいも掘りや、井土ヶ谷ふるさ

とまつりでの焼きそば販売があります。また、各町内会行事

では助っ人として活躍しています。

　みなさま、始めま

して。今年度から青

少年指導員になりま

した。稲田と申しま

すよろしくお願いい

たします。2年前の井

土ヶ谷小学校で行わ

れた「井土ヶ谷ふる

さとまつり」で誘われ

たのがきっかけで、

みなさまの仲間入り

をさせていただきま

した。コロナ禍で、ほぼすべての行事が行われていませんので、青少年

指導員の役割などきちんと把握できていませんが、みなさまとともに子

どもたちの笑顔のために努めていければと思っています。よろしくお願

いいたします。

L5

守
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　南永田山王台地区は、古い歴史のある南永田地区と50数年前

に宅地造成された山王台地区の二つの街並みをもつ地域となって

います。10の自治会町内会で構成され、約3千世帯の住人が住ん

でいます。

　比較的広いエリアですが、各自治会町内会のイベントへの協力

から連合町内会の催しへの参加、青指としての行事と、年間を通し

て様々な活動を行つています。

　毎年行われる連合の祭りやふれあいフェスティバル、井土ヶ谷ふ

るさとまつりも今年度は中止となり残念ながら出番がありませんが、

来年度に最高のパフォーマンスが発揮できるよう、今は充電中です。

　現在進行中のこの地区の取り組みに「道の愛称プロジェクト」が

あります。数ある坂道に名前をつけることで、このまちに愛着を持

ち、ふるさと意識が芽生える住民が増える、そして住みやすく安全

な地域となることを一つの目的に、約2年間連合町内会と共に活動

しています。近隣の小中学校の児童・生徒からも意見を聞きながら、

w
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住民からアンケートを取り、集計し、それぞれの道の候補となる愛称

を絞ってきました。皆様にもお披露目できる日も近いと思います。

　我々南永田山王台地区の青指は、これからも自治会町内会をは

じめ、小中学校、PTAや地域の様々な活動団体とも連携しながら、

地域の青少年の健全な育成を推進し、地域の発展に貢献できるよ

う活動していきます。

・o・

　六ッ川地区は19自治会町内会で構成されており、現在17名の青少年指導員で

活動しています。

　例年は、青指独自の活動である「地域環境と子供たちを考える集い」をはじめと

して、健民祭、ふれあいまつり、グランドゴルフ大会などの連合行事に参加協力し

ています。しかし、今年はコロナ禍によりすべてが中止となり、主だった活動もな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く歯がゆさを感じています。

　そんな中で、今期から6名

の新しい仲間を迎え、6月か

ら定例会を開催しています。

　新しい青指の仲間をここ

で紹介しようと思います

が、なかなか会える機会が

なく、全員の紹介はできま

せんが、一部紹介し、その他

の方はお名前だけの紹介と

なります。

【神田　憲一さん】

自治会1つくしが丘自治会

趣　味：オートバイスポーツ走行

抱　負：定例会、イベント等に積極的に参加します。

【磯貝　　聡さん】

自治会：東台自治会

趣　　味：ラ中釣り、草野球

抱　負：地域の青少年の健全な育成に貢献できる

　　　よう、精いっぱい努力します。

【桂　　有生さん】

自治会：三金自治会

趣　［床：バイクレース観戦、まちあるき

抱　負：コロナ禍でなかなか本来の活動に参加出来

　　　ていませんが、少しずつ活動を理解して行き

　　　たいと思います。よろしくお願い致します。

【金村　敬男さん】六ツ川第三自治会

【秋本　英樹さん】弘明寺公園自治会

【万谷　容子さん】港南郷自治会

　当町内連合では、連合町内会青年部長・子供会・スポーツ

推進委員と協力して、「堀ノ内・睦町青少年育成協議会」と

銘打って、数年前まではハイキング、運動会、自転車安全

教室、かるた餅つき大会、球技大会と年5回行事を実施して

おりました。ところが昨年は2回に縮小し、さらに今年度は

新型コロナ感染症対策の為に活動自粛を余儀なくされて

います。そんな中でも一つは実施したいと1月に計画準備中

です。

s
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　私達、お三の宮地区は地区名にもなってい

る「お三の宮日枝神社」を中心に8町内会で構

成されています。

　地域活動を通じて日枝小学校生の日枝っ

子、そして日枝っ子の卒業生である共進中学

校の生徒と共に各世代が気さくにコミュニケー

ションが取れる地域作りを目指しております。

　昨年の主な活動として春には、共進中の体

育祭、お三の宮ふれあいスポーツ大会、ふれあ

いオセロ大会、夏には少年、少女ドッチボール

大会、ペットボトルロケット大会、秋の日枝小運

動会、冬の連合防災訓練、ふれあいグランドゴ

ルフ等の開催でした。

　今年、お三の宮地区で新たに青少年指導員

に3名が参加されます。　　　　　　　　　　㌧

　　信念は義を重んじ礼節を尽し

　実践するです。

　　　　　　　　　　酒井文彦

　皆様のご指導を頂きながら

頑張りたいと思います。何卒、

宜しくお願い致します。
＼

竹内晃司

　地域の青少年の健全育成を

目的とした活動を通してより一

層の社会環境の健全化に努め
たいと考えます。

　一一山口重人

、．o°、

■

　大岡地区は14の自治会町内会で構成されていますが、今期の青少年指導員は7人で半数が欠員と

なっていることもあり活発に活動しているとは言えない状況です。特に今年は新型コロナウィルス

感染症の影響でほとんどの活動が中止となってしまい

ました。

　例年は区の行事をはじめ、地区の健康福祉まつりや

音楽祭、輪投げ大会、藤の木小フェスティバルなどの行

事に参加しています。また、小中学校の運動会の警備や

パトロールなどにも参加しています。人数は少ないなが

らも協力して、子どもたちの健全育成はもちろん地域の

世代間交流にも出来る範囲で取り組んでいます。

　　コロナが治り、皆さんが安

　全、安心して接して活動できる

　まで、限定された範囲ですが、

　活動できることは協力して、活

　動していきます。よろしくお願

　いします。
’

　　　　　　　　　　　竹田誠

・o°

●

　六ツ川大池地区は南区の

北西部にあり、港南区、戸塚

区、保土ヶ谷区に接していて、

11自治会、3町内会の14名が

活躍しています。 s

　地域の方々の役に立てるように…と

思っております。ご指導、ご鞭燵のほど

よろしくお願い致します。このような状

況ですが、皆さんにお会い出来る日を楽

しみにしております。

　主な行事として「健民祭」、「歩こう大会」、「プラレールであそ

ぼう」があり、地区活動に積極的に取り組んでいます。特に「プ

ラレールであそぼう」は、小学校の体育館全面を使ってレール

を敷きつめて車両を走らせるので、こどもだけではなく大人も

童心に帰って楽しんでいます。

　第27期の新任者は6名で、大野利幸さん、高橋裕希さん、菱

沼正彦さん、長谷佳代さん、星野菜実さん、星野佐和さんが着

任しました。6名の内、5名の方に抱負を語っていただきました。

＼一　星野佐和

　コロナ禍で大変な時期ではあります

が、少しでも皆様の力になれる様に頑張

りたいと思います。これからもどうぞ宜

しくお願いいたします。

＼

大野利幸

　　このコロナ禍の状況下

　ですが、できる範囲で安

　全に明るく楽しい思い出

　を作って行けたらと思っ

　ております。また、この素

　晴らしい活動も受け継い

　でいけるよう頑張りたい

　と思います。みなさま、ど

　うぞよろしくお願い致し

　ます。

　　　　　　＼］一一一一一一一一一

　　　　　　　長谷佳代

　今年はコロナで活動が

できずにおりますが、何

かできることから青少年

の健全育成に少しでもお

役にたてれば幸いです。

宜しくお願い致します。

　　　　　　高橋裕希

1灘灘嚥鍛 7
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参加者制限し開催

　8月19日（水）19時から区役所多目的

ホールにて青少年指導員新任者研修会が

開催されました。今年は新型コロナウィル

スの影響により、この時期の開催となって

しまいました。

　本来であれば、新任者以外の青少年指

導員も参加して、グループ討議なども行う

ところですが、三密を避けるため、新任者だ

けの29名の参加で行われました。

　研修会は、山崎会長から青少年指導員の

心がまえについて講義いただき、青少年指

導員の役割や青少年とのかかわり方につ

いて説明がありました。

　続いて、吉川副会長から南区青少年指導

員協議会の年間活動について説明があり、

終了しました。

　短い時間でしたが、新任者の心がまえと

してわかりやすい研修でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　（大川）
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