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 伊勢原市青少年指導員だより 

〈編集後記〉   広報部会 会長 亀井 道行 
  平成から令和になり各地区の少年地域体験学習事業や全体事業及び令和２年の成人式も無事終了し、 
そのご報告を兼ねて内容をまとめ掲載しました。 
  前号から広報のカラー化が実現し、私たち青少年指導員の活動を写真を通して分かり易くお伝えしてい
きます。 
  青少年健全育成の為、変わらず邁進しますので皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 県立青少年センターにて第５２回神奈川県青少年指導
員大会が「青少年と地域、未来を共に！」をテーマに開
催されました。 
 横浜DeNAチアスクールの子どもたちがオープニング
を飾り、可愛らしいダンスを披露してくれました。 
 来賓あいさつの後、永年青少年指導員として功績の
あった県下６０人の方の表彰式で、当市は大田地区の亀
井道行さんと柏木加代子さんが受賞されました。 
 表彰式後、青少年指導員活動事例発表を横浜市鶴見
区・保土ケ谷区の２地区が行い、講演は『青少年の「挑
戦」を支える地域～「はぁとdeボランティア」の想い
～』をテーマに都筑多文化・青少年交流プラザ林田育美
館長から熱のこもったお話しを頂きました。 
 私自身も今後の青少年指導員活動に活かして参ります。 

 

    
  
 神奈川県青少年指導員表彰をい

ただき心より御礼申し上げます。 

 青少年指導員となり、諸先輩方

や指導員の皆様、関係諸団体、地

域の皆様、多くの子どもたちと出

会い、貴重な体験をたくさんさせ

て頂きました。 

 この感謝の気持ちを忘れず、子

どもたちの笑顔のために努力をし

ていきたいと思います。 

 これからもよろしくお願いいた

します。 

 
  
 
 神奈川県青少年指導員表彰を頂

き、誠にありがとうございます。 

 平成２０年に青少年指導員にな

り良き先輩方の指導を頂きました。 

 何も分からず地域の活動や市の

行事に参加する事で段々と活動の

意義や内容が分かる様になりまし

た。 

 活動を通して、人の後に居る性

格から前に出られる性格に自分自

身を変えて来ました。 

 今後も青少年健全育成の為に邁

進して参りますので宜しくお願い

いたします。 

大田地区 中島 健 

  
 
  

 令和最初の成人式は雲一つない空の下、市民文化会館にて７７８人が出席して開催されま
した。青少年指導員は今回も市職員、各団体の方々と協力し、受付、駐車場整理、会場案内
等のお手伝いをいたしました。 
 始めに実行委員会が作成した母校の先生方のメッセージムービーを披露。友人たちと、当
時の思い出を語り合いながら鑑賞していました。 
 式典は、来賓紹介、髙山市長の祝辞に続き、実行委員による『はたちの誓い』は、力強い
将来への誓いを披露。祝電を最後に式典は終了。最後に『抽選会』があり豪華賞品が当たる
とあって、盛大に盛り上がりました。 
 式を終えた会場の外では、久し振りの再会を喜び、集合写真を撮る新成人の姿が多く見ら
れました。新成人の今後の活躍を楽しみにしております。 

 
 ねんりんピック缶バッジの

作成では台紙に名前や一言を

書き加えて作ることで、思い

出に残る缶バッジになりまし

た。 

  

 たくさんの子どもたちに参加していただき
ました。楽しく、ケガなく、工作指導を行う
ことができたと同時に、多くの笑顔やお礼を
もらい楽しい一日を過ごすことができました。  

子育て支援事業の紹介と親子が楽
しめるイベントを開催し、約1,500
人と多くの方に来場していただきま
した。 
 私たち青少年指導員は、「子ども
工作教室」を担当しました。 

子育て応援フェスタ２０１９ 子ども工作教室＜１１月１６日＞  

ねんりんピック缶バッジ 

楽しそうな子どもたち 
 

県青少年育成活動推進者表彰受賞者 
伊勢原南地区  飯嶋 晃 

  県青少年育成功労者表彰受賞者 
           高部屋地区  小泉 孝一 

 
 

 県青少年指導員表彰受賞者 

     大田地区 亀井 道行 
  県青少年指導員表彰受賞者 

    大田地区 柏木 加代子  

伊勢原北地区  長塚 和義 

「ねんりんピック」とは、高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典である全国健康福祉祭の愛称です。2021年は神奈川県で開催されます。 

 

 この度、神奈川県青少年育成功労者表

彰を頂き、誠にありがとうございました。

心より御礼申し上げます。  

 青少年指導員になり、子どもたちとの

ふれ合い、良き仲間との出会いを通じ

様々な体験をさせて頂きました。 

 今後もこの体験・経験を活かし、子ど

もたちの明るい未来のために青少年の育

成にさらなる努力をしていきたいと思い

ます。 

 これからもよろしくお願いいたします。 

   

 令和になり、この度、神奈川県青少年
育成活動推進者表彰の受賞を賜り心より
感謝申し上げます。 
 良き仲間や諸先輩、関係諸団体の仲間
と通じ合えたことが、これまで続けられ
た心の支えになりました。 
 子どもたちはもちろん、お年寄りまで、
幅広い年齢層の方々とのお付き合いがで
きたことは、今後の自分が生きていくた
めの財産にもなります。 
 次代を担う子どもたちが作り上げる明
るい未来に期待を抱きつつ、これからも
サポートしていけたら幸いです。 
 今後ともよろしくお願いいたします。 

晴れの日の受付 

速やかに会場内を誘導 

  
 工作はクルリンのお面作りを行
いました。子どもたちは思い思い
の色でクルリンのぬり絵を行い、
仕上げました。出来上がったお面
をお父さん、お母さんに見せてう
れしそうでした。 
 

クルリンのお面 
 

高部屋地区 渡辺 誠
 
  

実行委員作の見事な装飾 



 
 

 その後恒例の“お楽しみ汁”を
食べて、心も体も温まりました。
参加者に好評で、完食となって調
理した方も喜んでいました。 
 最後に参加者、スタッフに心よ
り感謝いたします。 

 
 
     
   
 
       
 
     
 
   

   大田公民館にて「クリスマス・お正月リース作り」教室を
総勢５２人で開催しました。今年は、指導員が種まき、田植
え、稲刈り、乾燥、藁（ワラ）スグリで完成した物を使用し
ました。日頃の農家の方のご苦労の一端を感じました。 
 
     
   

 
       

  南公民館にて「親子体験学習」として「ゴージャスな万華鏡作り」を実施し、子ども４４人、
大人１７人の参加がありました。 
 ゴージャスな万華鏡は円筒状の容器にミラーと色とりどりのカラーセロハンを入れ作ります。
完成後には美しい世界が見れるものです。 

  開会式の後、指導員がつくり方の説明を
し、制作が始まりました。 
 カラーセロハンを入れる細かい作業が少
し難しかったようです。黙々と作業をする
子ども、親や指導員に相談しながら作る子
ども、お友達とおしゃべりしながら作る子
ども、それぞれ個性を活かした素敵な作品
が次々と完成しました。 

  完成後は美しい世界を友達と見せ合い、万華鏡を覗いて楽しくお
しゃべりする姿やたくさんの笑顔が見られました。また、次回もみ
んなの笑顔が見れる企画を考えていきたいと思います。 

 成瀬公民館にて３０年近くも継続している「お飾り作り教室」を実施し
ました。大人３１人、子ども３８人が参加し、たいへん人気のある教室は
始まる前から熱気に包まれておりました。 
  
 青少年指導員が前日から準備した材料を配布し、講師には地域の田中様
と今井様にお願いし、教室が始まりました。初めての参加者が多く、講師
や青少年指導員からの助けを受けながら、綺麗なお飾りを作りたいという
気持ちで夢中になって取り組み完成させました。 

 おまけとしての楽しみは、青少
年指導員や地域の方の用意した一
足早いお雑煮です。参加者はお代
わりもして満足そうでした。来年
もたくさんのご参加を期待してお
待ちしております！今年も材料提
供等でお世話になった緑台小学校
や小松様に感謝いたします。 

大山地区 残念!! 「親子芋堀大会」中止 
             10月12日  大山地区  小川 眞行 
 
 予定していた「親子芋堀大会」が台風のため中止になりました。１週
間後、生産者ご夫妻、指導員とその家族で芋の収穫を行いました。 
  

←これは今年一番大きかった株。
大山小学校の正面玄関入口に
飾っていただきました。 
 児童には１パックのお芋、学
校には給食用の食材としてわず
かですが提供させていただきま
した。 
 大学芋や汁物の具材として喜
んで食べてもらえたようです。   

  残念ながら今年度は「指導員芋堀大会」になってしまいました。来年

度は美しい秋晴れの下で、親子、地域の人々の笑顔あふれる行事になる
ことを願っています。 

  「芋掘り体験学習」を開催し、参加人数は、１０２人（大人６１人、子ども４１
人）となりました。 
  最初の目的地の子ども科学館では館内を自由見学し、科学の不思議や楽しさに触
れ合いました。何か新しい興味関心のあるものは見つかったでしょうか？ 

 次の目的地の芋掘り畑では、みんな一生懸命ツルの先のお芋を目指し掘り進
めました。しばらくするとあちこちから歓声が聞こえ、３０分程経つ頃には沢
山のお芋が収穫されました。 
 昼食にはしっとり熱々の焼き芋を頬張り、その後はレクリエレーションで過
ごしました。ジュニアリーダーは子どもたちの心をつかむのが上手です。楽し
そうな笑顔が心 
に残りました。 

 春頃から苗を植え、その育成を見守
り準備して来ましたが、全ての予定を
無事終了することができました。みん
なが収穫した芋を袋一杯に帰途につき
安心しました。 

  その後、みんなでお母さん方に作っていただいた豚汁を食べながら、
雑談で盛り上がりました。元気な子は、工作教室のバルーンアートで楽
しみました。一般の方で他の地域から小さな子どもを連れた親子が目に
つく大会でした。今回もご協力いただいた関係者、ボランティアの方々
に厚く感謝申し上げます。 

 ここから左側が崖でスリルある山道を通って栗原方面へ抜けＣＰ3の栗原自治会館にて休憩、色づいたミカン畑を
見ながらゴールに向け約７ｋｍのコースを９２人全員が、山の空気を全身に浴びながら笑顔でゴールイン。 
 
 

  
 
 
 
 
 
                   

  恒例の「第２６回比々多ウォークラリー」は、令和元年と重なり記念すべき大会となりまし
た。今回は公民館をスタート、ＣＰ１（チェックポイント１）の能満寺は新築のお堂と銀杏の
大木があり、ＣＰ２の心敬塚は伊勢原市街と相模湾を望む絶景が見られる場所です。 

   

講師の見本 

ゴージャス！美しい世界 

種まき →田植え →稲刈り →天日干し →陰干し →藁スグリ 

 まず藁を水で濡らし木づちで叩いて柔らかくし、専用工具
に根本を二つに分けて固定します。双方の藁を右に捻じりな
がら左に編みます。今年は、クリスマス用と正月用のリース
を２セット編みました。３人一組で友達や家族、指導員の協
力で編み上げました。飾り付けをして、世界に一つのリース
が出来ると、子どもたちは大満足でした。 

 
       
 
     
 
   

比々多地区「ウォークラリー」 
                12月1日   比々多地区  中村 功 

成瀬地区「お飾り作り教室」 
               12月22日  成瀬地区  近藤 全計 
 

伊勢原北地区「芋掘り」 
                11月3日   伊勢原北地区  加藤 雅範 

大田地区「クリスマス・お正月リース作り」 
               12月22日   大田地区 佐藤 辰二 

伊勢原南地区「ゴージャスな万華鏡作り」 
                11月10日   伊勢原南地区  仲田 均 
 

最後にはお雑煮を美味しく舌鼓 

親子が協力して作っています 

講師による作り方の説明 

青少年指導員による材料準備
（藁打ち） 

参加者への材料配布 

完成品 

みんな大満足！ 

たくさん穫れました 
 

楽しい科学工作 

出てくる、出てくる！ 
大きな おいもです。 

大収穫！みんなで笑顔。 

ゴール！思わず「バンザーイ」 
 

心敬塚 

山王中ボランティアによるバルーンアート 

青空の下で食べる
豚汁はまた格別！ 

良い年を迎える準備完了 

作り方の説明 

すてきな「おかざり」できましたー！ 


