表彰者
しかし、最初の少年少女フェ

と思っていました。

喜びの声

中島道夫

■ジュニアリーダーとともに■
森の里地区

☆令和２年度被表彰者一覧☆
永きにわたる活動により、表
彰を受けた仲間たちです。

作ったら、別れ際「ありがと
（令和２年

月

伴田

松田

小泉

濱上

古舘

浩軌

愛子

克也

隆志

理絵

日）

推進者表彰■

■厚木市青少年育成活動

導員表彰を
う」と笑顔で言ってくれた顔が
◇厚木北地区

スティバルで遊び道具を一緒に

いただき、
印象的で忘れられなくなりまし

青少年指

ありがとう
◇厚木南地区

◇緑ヶ丘地区

◇小鮎地区

◇荻野地区

た。
年以上青少年

■絆・仲間・安心■

指導員を続けています。

それ以来、

ございまし
た。表彰さ
れるようなたいしたことはやっ
てきていませんが、それなりの
年数が経つと、いろいろなこと

健全育成大会に

厚木市青少年
◇森の里地区

◇荻野地区

（令和２年

月
中島

矢杉
道夫

由美子

小俣

南谷

安齊

岡田

勝寿

久

晶

克己

由起子

日）

◇南毛利地区
久保

おめでとうございます！

◇森の里地区
◇南毛利南地区

月

日）

■神奈川県青少年指導員表彰■

出来事は、ジュニアリーダーと
て感謝状を頂き

松田愛子

の出会いです。地区のジュニア
ました。恐れ多

小鮎地区

リーダーも厚木市のジュニア
い受賞でした。
（令和３年

がありました。

リーダーも皆、素直で本当にか
青少年指導員に委嘱されてから
◇厚木北地区

青少年指導員になって一番の

わいいです。ジュニアリーダー
数年で、まだ経験は浅く学ばな
◇小鮎地区

■厚木市表彰■

同士の上下関係、大人との関係
ければいけない事が山積みで
「現場に出て子どもたちの様

など、自分たちが楽しむために
いるように思われます。そして
子をよく観察する」「ベテラン

す。

研修会などに積極的に参加して
の諸先輩の情報に耳を傾ける」

何が必要かをちゃんと理解して

感じたことは、ジュニアリー
このふたつのことを大切にし
思います。

て、今後の活動に生かしたいと

ダーの成長が著しいことです。
年前にまだ幼さを残した子ど

もたちが、今や立派な「リー
このコロナ禍の中、大人が感
じている以上に子どもたちは多

ダー」となって後輩を指導して
います。本当に素晴らしいで
でしょう。制限のある中で私た

くのストレスを感じていること
ちには何ができるかを考え、子

す。
私が青少年指導員となったの
どもたちのサポートができるよ

菅野昭男

中島伸一

三橋正巳

川田房江

難波秀世

森住操

髙橋克徳

野村成規

二瓶要功

各地区の理事の皆さん
◇ 厚木北地区
岡田由起子
◇厚木南地区
岩月宣雄
◇依知北地区
橋本孝義
◇依知南地区
花和由香
◇睦合北地区
森木奈津美
◇睦合南地区
福岡典秋
◇睦合西地区
落合忠繁
◇荻野地区
矢杉由美子
安齊克己

◇小鮎地区
◇玉川地区
伊東貞徳
◇森の里地区
中島道夫
◇南毛利地区
鈴木繁子
◇相川地区
落合敏男
◇緑ケ丘地区
河西利也
◇南毛利南地区
久保勝寿

編

集

後

記

令和２年度はコロナウイルス
により、日本だけでなく世界中
が大きな影響を受けました。青
少年指導員の活動についても各
種研修会が中止または参加者が
制限されるなど、大きな影響を
受けました。それでも感染の予
防に留意をしながら少しずつ活
動が始まっています。現在にお
いても地域によって感染が再度
拡大している状況であるため、
今後も研修会などの活動が制限
される形で実施される可能性が
あります。しかしながら、青少
年の健全な育成のために、少し
ずつでもできるところから活動
（森の里）

を続けていきたいと思います。

■力を合わせてできることを■
房江
ションを下げないようにどうし

川田
令和２年度は

たら活動ができるかを話し合っ

厚木市青少年指導員連絡協議会会長
睦合南地区

新型コロナウイ

周年記念事業■

コロナ禍で多くの行事が中止

■

私 の 地 区 自 慢
活動について■

■新しい生活様式下での
依知北地区

ルスのため委嘱式ができず、総

ウイルスが心配ですが、「協心

今年度もまだまだ新型コロナ

てきました。

周年を迎えた睦合

になる中、

会も書面決議となりました。新

南公民館の記念事業を行いまし

任の青少年指導員の方は指導員

た。

戮力」（心と力を合わせて互い

活動しています。それぞれ仕事

とは何かが良くわからないまま

に協力して物事に取り組むこ

約３００人が参加しました。手

た。ジュニアリーダーの活動も

の野外指導者講習会だけでし

ます。

力して頑張っていきたいと思い

日に文化会館大ホー

一年が過ぎたのではないでしょ

指消毒、検温、座席間隔の確保

人数を制限し、感染防止対策を

月

ルで実施した「おかあさんの被

しかしながら新型コロナウイ

などの感染症対策をして映画鑑

すが、お互いにフォローしあっ
て、自分自身も楽しみを見つけ

うか。実施できた事業は、

ルス感染拡大防止の観点から、

賞を楽しみました。

と）の精神で皆さんと互いに協

爆ピアノ」の映画鑑賞会には、

毎年開催されている「少年少女

には、ハロウィンの仮装コンテ

この状況の中で青少年指導員

になっております。今後も皆さ

願います。

ず、内容が前後する所はご了解

点措置の影響で編集会議ができ

急事態宣言及びまん延防止等重

月中旬に執筆された内容で、緊

今回の原稿は昨年末から

《広報部会より》

よろしくお願いいたします。

んの変わらぬご理解とご協力を

しみです。

で楽しく活動しようと今から楽

ウイルスが収まったら、みんな

てしまいましたが、新型コロナ

とを第一に考えて、モチベー

及びジュニアリーダーを守るこ

の方々には日頃から大変お世話

また、青少年関係団体、職員

フェスティバル」や「依知北公

人

して行いました。

民館まつり」等のイベントが中

ストを行いました。参加した

日

止になり、思うように活動がで

チームは、集合時間を分けて

出てきます。

かなか賑やかで、意見も活発に

るいニュースです。地区会もな

と、私の知る限りで初めての明

規入会者が中学１年生で

の中で、ジュニアリーダーの新

た活動はできませんでした。そ

ジュニアリーダーともに目立っ

ルスのため、青少年指導員、

令和２年度は新型コロナウイ

森の里地区

■来期への希望■

月

きていません。今後は感染状況

分おきに公民館の周りを練り歩

や、地域の方々とともに協力し

今後も、ジュニアリーダー

なると思います。

きました。

月

活動を行っています。

との両立で大変なときもありま

私たち依知北地区は、６人で

２１
２１
３０

により、今までとは違う新しい

5 18

年以上前で、地域の友人よ

ＴＥＬ ２２５-２５８０

人数を制限して編集会議を行いました
1

１０

は

厚木市中町１-１-３

り誘いがありました。当初私は

連絡協議会

う精進してまいります。

厚木市青少年指導員

「めんどくさい、いやだなあ」

発行

11
40

令和２年度は活動が制限され

マスクでファイア！

31

１２

あって活動していきたいと思い
ます。

フォローしあうメンバーです

広 報 部 会
編集

40

１８

2

11

１０

カタチの活動が行われることと

9

１０

１０
第４２・４３号
１日
９月
３年（２０２１年）
令和

1

【６】
し ど う い ん
【１】

１年間が終わってしまいそうで
相川地区は７人の青少年指導

相川地区

ニアリーダーたちも「地域に貢
自治会、子ども会に募集の回覧

に載せて作品展を開きました。
人の参加をい
９月

玉川地区

■笑顔が一番■
日、青少年健全育成会

個人を特定できないようにする

ウェブサイトに載せるので、
り、ひっくり返ったりしてしま

動かせなくて前に進めなかった

ました。左右のオールをうまく

事業で宮ケ瀬カヌー体験に行き

ことと、作品をホームページに
に乗ってこぐことができたので

いました。でも、初めてカヌー
良かったし、とても楽しかった

えました。マグカップに好きな

で参加できる事業はないかと考

くの子どもたちが密にならない

役員会はリモートで行い、多

ないよう今後も活動を推進した

もしれません。過剰反応になら

年指導員活動の見直しの時期か

の伝え方や活動方法など、青少

で、子どもたちへのメッセージ

菊地孝幸
鳥井和美

す 。)
月
日には、子ども科学館

で す 参( 加 し た 小 学 生 の 感 想 で

一日も早く多くの人が集まっ

■活動の持続性は必要だ■

願う次第です。

て事業ができる日が来ますよう

掲載することが大変でした。

ただきました。

をしたところ、

献したい」との思いから準備万
人を

加えスタートした厚木北地区、

端。令和２年度、新人

ニック気分で訪れてみてはいか
元気に活動して参ります。

す。そこで、自粛生活の散歩活
員で活動しています。私たちは

■事業もリモート■

がでしょうか。

間もあれば十分ですので、ピク

私 の 地 区 自 慢
■自然豊かな荻野地区■
荻野地区
人（新人なし）

令和２年度の荻野地区青少年
指導員は総勢
でスタートしました。しかし、

動で見出した荻野地区の魅力を
青少年健全育成会と連携を取り

■活動は楽しく■

お伝えしたいと思います。

また、ジュニアリーダーの研

ながら、愛のパトロール、通学

修会や活動の推進にも努めてい

路清掃活動、地域子ども教室な

運動公園でのピクニック、鳶尾
ます。その他、公民館事業など

荻野地区は河川や山に囲まれ

山ハイキングなど、家族連れで
への参加も積極的に取り組んで

どの活動をしています。

楽しめる場所がたくさんありま

た自然豊かな環境にあり、荻野

す。特に鳶尾山ハイキングは頂
います。今後も地域と連携した

川沿いのリバーウォークや荻野

上に登ると展望台があり、中津

コロナ対応で行事の中止や縮

睦合北地区

南毛利（長谷）青少年健全育
小など地域活動にも大きな影を

南毛利地区
成会では毎年、南毛利中学校、
落としました。青少年指導員と

活動に、楽しく取り組んでいき

東名中学校、玉川中学校の吹奏
しての活動が何もできなかった

たいと思います。

ければ横浜ランドマークタワー

楽部と、座間キャンプの音楽隊

川から相模平野が一望できる景

まで見渡すことができます。頂
厚木北地区
この１年を取り戻すことはでき

時
でフレンドシップコンサートを

上まではゆっくり登っても
厚木北地区では、地域福祉推

絵を描き、写真に撮って投稿し

生活の変様が求められる中

ませんが、活動の持続性は必要

月

１９

ことでしょう。

と思います。

い出としてもらえたら、嬉しい

ます。参加した行事を一つの思

も緊張しており

正直言ってとて

場になれるか、

企画運営側の立

今後、行事の

の星空はさぞかし映えて観える

ることでした。これで観る満天

えた観測ドームが設置されてい

のが、本格的な天体望遠鏡を備

いと考えています。

に、できることをやっていきた

子どもたちの笑顔が増えるよう

錯誤しながらの活動でしたが、

令和２年度はコロナ禍で試行

た。

ボットに歓声があがっていまし

し、自分で操作して動き回るロ

説明を受けながら親子で作製

が主な材料です。先生の丁寧な

た。モーターと乾電池とコード

ボット作り」が行なわれまし

の菅原先生による出前講座「ロ

3

を切り替えて頑張るぞ！

我慢の一年でしたが、気持ち

で一緒にお祝いしたかったな～

成人の皆さんと厚木市文化会館

送られることとなりました。新

になり、成人式も会場開催が見

地元での活動もほとんど中止

習会のみでした。

のため現時点では野外指導者講

がら令和２年度の活動はコロナ

キドキだったのですが、残念な

な活動があるのかワクワク・ド

青少年指導員としてどのよう

て２人です。

指導員は私を含め

地区の新人青少年

令和２年度の当

小鮎地区 旗手扶

■切り替えて頑張るぞ■

もうと思っています。

三橋功

催される活動に積極的に取り組

十分にできずに残念ですが、開

事が多いために、通常の活動が

コロナの関係で中止になる行

いけたらと思っております。

般の知識もあり活動に役立てて

広く浅くではありますが自然全

理科教員をしていましたので、

ことにいたしました。中学校の

ようという気持ちで引き受ける

この地域に少しでも恩返しをし

き、生まれ育った

をかけていただ

やりませんかと声

青少年指導員を

玉川地区

■地域への恩返し■

新任青少年指導員の意気込み

また、管理棟の見学で驚いた

と思いました。

たちの成長の一役を担っている

のような経験や体験が、子ども

経験の一つだと感じました。こ

するのは初めてでした。生きた

野外炊事をしました。鍋で炊飯

レーライスの

講習会ではカ

野外指導者

厚木南地区

■初めての体験に！■

いと思います。

がでるま

ダーとともに活動し、自分自身

導員のみなさん、ジュニアリー

化部会活動に参加して青少年指

コロナ終息後に各種行事、文

した。

で４回かかり、汗だくになりま

つもりでしたが、

ゴシゴシこすってきれいにした

カレー鍋を金属たわしで何回も

たと感じました。後片付けでは

が足りなくもう一工夫必要だっ

と食べ比べると「まろやかさ」

ていましたが、他の班のカレー

たちの班が一番おいしいと思っ

分かれカレーを作りました。私

見学後、炊事場に移動し各班に

ー内の各施設を

ふれあいセンタ

る中、七沢自然

当日は雨が降

依知北地区 大塚克彦

■鍋洗いで汗だく■

てもらい、それをホームページ

ませんでした。

だと全員が感じています。

観が広がっています。天気が良

７８

南毛利小学校で行っていました

進委員会の活動として、
日に「世代間交流展示会」を開
催し、地域の方々の写真を厚木
小の児童が鑑賞しました。本物
さながらの鳥のオブジェや手作
り絵本などの素敵な作品に子ど
もたちはじっと目を凝らしてい
て、作品を通して心のつながり
が感じられました。また、ジュ

逸見武史

■ジュニアリーダーに感謝！■
睦合北地区

９月６日に野
外指導者講習会
に参加させてい
ただき、５班に
分かれてカレーを作り美味しく
頂きました。最後、各班の余っ
たカレーをジュニアリーダーに
勧められ「もう食べれねー」と
言いながら食べる仲間の姿が印
象的でした。
普段は炊事などした事も無
く、またヤマビルに血を吸われ
る始末で、ジュニアリーダーの

HP も見てね！

2

が成長できればと思っていま
す。

１０

活動らしい活動が一切できずに

２０
が、コロナ禍で中止せざるを得

1
マスクを着けて全員集合

■世代を超えて■

元気に活動していきます！
鍋洗いは重労働！

１１

お世話になるばかりでしたが楽
しい一日でした。

O
K

おいしくいただきました
皆で協力して作ったカレーが完成！！

うまくこげたよ！

手作りペンカップ

１０

【２】
し ど う い ん
し ど う い ん
【５】

オーバーナイトウォーク。夜に

ては地区内の２つの小学校の児

青少年指導員主体の活動とし

依知南地区

手作りゲーム■

■手作りおもちゃと

出発し翌朝にかけ、平塚の海岸

童クラブで行う手作りおもちゃ

年に一度行われる

代の交流を促進する活動をして

まで歩くという思い出作りの一

また、

ベントを開催しています。

います。さらに子どもたちの交

環です。海から昇る日の出の瞬

が、これまでの経験を生かし、

鮎の塩焼きを試食します。「睦
流・助け合いを育むべく、小学

地域の多彩な行事を通じて３世

新型コロナウィルスの影響を
合西公民館まつり」はチョコバ
校・中学校との連携を図りなが

ねて小学生対象に講師を招き、

受け、行事がほとんど中止とな
ナナなどのお店を出店するなど

厚木南地区

■コロナ禍でできること■

る中、厚木南地区青少年健全育

鮎の生態学習後、つかみ取りと

成会事業で、修学旅行も日帰り

教室です。少年少女フェスティ

が不確実な状況ですが、今こそ

開催され、子どもたちとともに

なにかひとつでもイベントが

り返しながら作品を絞り込んで

し、地区会で検討し、試作を繰

バルの万華鏡作りの経験を活か

間は、大人も子どもも感動する

林地区に分かれ自治会や子ども

前を見て私たちが一丸となり、

場面です。

ら活動を続けています。

なりたいとの思いで、花火を打
会と連携して子どもたちを見

回及川地区・

ち上げました。最初の３発は、

いきます。最近では、完成した

ストロー弓矢を実際に使っての

楽しみたいです。

きたいと思っています。

体の事業も中止が相次ぎ、地区

青少年指導員の活動や関連団

南毛利南地区

を行いみんなで出来映えを楽し

ガラスいっぱいに貼り、展示会

テンドグラスを日差し眩しい窓

的当て大会や、出来上がったス
小鮎地区

みました。

■子どもたちに再び笑顔を■
昨年はコロナウイルスの影響

会で話し合うような事案も多く

バーフェスタと称した川の中を

つりをはじめとし、小鮎川リ

す）の様子を報告しあうことに

つあり、分担して出席していま

（地域づくり推進委員会など

出席している地区内の委員会

り上がる行事となっています。

たちと一緒に楽しみ、大いに盛

で学んだ様々なゲームを子ども

リーダーが中心となり、研修会

地域ゲーム教室ではジュニア

により色々なイベント行事が中

はありませんでした。

ウォーキングしたり、鮎のつか

しました。他の人の意見を参考

そこで、青少年指導員として

み取り、巨大そうめん流しな

組みは今後も継続します。

んと把握できるよう、この取り

自分たちの地区の現状をきち

たように感じています。

の理解がこれまで以上に深まっ

議に出席できるので、会議内容

に自分の意見をまとめて次の会

ど、大人も子どもも楽しめるイ

例年、小鮎地区では公民館ま

止になりました。

■地区会を見直しました■

青少年の健全育成に寄与してい

コロナ禍で事業の実施・継続

の活動をしています。「愛のパ

6

トロール」は年

2

となってしまった６年生の力に

長岡花火大会で打ち上げられる
今後も楽しみながら学習でき

守っています。
るイベントを開催していきま

慰霊の花火「白菊」。コロナで
苦しむ方々への安寧と医療従事
す。

年が
過ぎ、居住者の高齢化が進んで

緑ヶ丘団地が開発され

緑ヶ丘地区

■緑ヶ丘だより■

者への感謝、そして卒業生にコ
ロナに負けず新たな船出をきっ
てもらいたいとの思いをこめて
打ち上げました。子どもたちか
らは「忘れられない思い出をあ
りがとう」と、笑顔で喜びの声
をもらいました。
今後も続きそうなコロナ禍の
中で、できることを企画してい
きたいと思います。
■楽しみながらの
イベント開催■
睦合西地区
人からなり、

当地区の青少年指導員は及川
地区・林地区の

各地区の行事にも参加していま
す。

「睦合西地区吹奏楽コンサー い ま す 。 そ ん な 中 、 新 た な 若 い
ト」は高校生及び当地区中学校 転 居 者 も 徐 々 に 増 え 、 小 学 生 ・
吹奏学部が演奏を多くの人に披 中 学 生 の 元 気 な 声 が 聞 こ え ま
私たち青少年指導員は、オー

露します。ジュニアリーダー協 す。
力のもと「鮎を知る体験学習

トマトも流れていくよ～

2

会」では夏休みの宿題支援も兼 ルド＆ミドルエイジの集団です

はいポーズ！

マスクを外して

鮎と追いかけっこ
50

6

し ど う い ん
【３】

野外指導者講習会に参加して
年９月６日

相原浩司

■最初の一歩■
相川地区

小野寺勝

■わかりやすい説明■

厚木北地区

七沢自然ふれあ

令和

野外指導者講

日時

は、地区の子ども

いセンターの見学

■指導員最初の活動です■
同じ新人の青少

習会を受講し、

七沢自然ふれあいセンター

場所

はじめにジュニア

南毛利南地区 田村健二
年指導員がこん

会活動に利用でき

３密を避けるため、参加者は新任

る施設、企画を考えるよい機会

リーダーによるアイ

なにいるのかと心強い気持ちに

指導員限定で行われました

では作り方から後片付けまで、

つけ方、片付けの仕方などは、

カレーライスの作り方、火の

ジュニアリーダーの丁寧な説明

となりました。

リーダーとのふれあいで、とて

大人たちを上手に
リードするジュニア
も有意義な時間を過ごすことが

地域のイベントにおいても、

リーダーの姿に頼もしさを感じつ

「子どもたちにわかりやすく説

子どもたちにわかりやすく説明

就任１年目は、コロナにより

指導員としての第一歩を踏み出

明する視点」を意識しながら青

を受けながら一緒に行いまし

外炊事場でのカレ ーラ イ ス 作 り を
イベント中止が相次ぎ、とても

せたと実感いたしました。まだ

少年指導員としての活動を推進

できました。

通じて指導のポイントを学びまし
残念ではありましたが、２年目

まだコロナ禍で活動は制限され

する視点や、注意するポイント

た。
は自分に何ができるのかを意識

ていますが、こんな時だからこ

を教わることができました。

野外活動は経験がありますが、
し、貢献できればと思っていま

していきたいと思います。
ます。

誇りを大切に行動したいと思い

そ青少年指導員としての自覚と

講習会を終え、やっと青少年

薪割り、火起こし、炊事などで参

心と体をほぐします

た。

加者の安全や、ジュニアリーダー

つスタート。各施設の使い方、野

なりました。昼食のカレー作り

スブレークがあり、

2

す。

の成長を上手にフォローすること
の大切さを改めて感じました。
令和２年度の活動は、この講習

太い薪をナタで割って細い薪を作ります

会以外まだありませんが、ここか
ら始まりです。

嘉戸崇仁

■コロナで■
南毛利地区
七沢自然ふれ

起こします

あいセンターで

かまどで火を

の野外指導者講
習会では、見
学・カレーライ
ス作りをジュニアリーダーとと
もに行いました。
最初は話すことも少なく淡々
としていましたが、ジュニア

アイスブレークで

【４】
し ど う い ん

１年間が終わってしまいそうで
相川地区は７人の青少年指導

相川地区

ニアリーダーたちも「地域に貢
自治会、子ども会に募集の回覧

に載せて作品展を開きました。
人の参加をい
９月

玉川地区

■笑顔が一番■
日、青少年健全育成会

個人を特定できないようにする

ウェブサイトに載せるので、
り、ひっくり返ったりしてしま

動かせなくて前に進めなかった

ました。左右のオールをうまく

事業で宮ケ瀬カヌー体験に行き

ことと、作品をホームページに
に乗ってこぐことができたので

いました。でも、初めてカヌー
良かったし、とても楽しかった

えました。マグカップに好きな

で参加できる事業はないかと考

くの子どもたちが密にならない

役員会はリモートで行い、多

ないよう今後も活動を推進した

もしれません。過剰反応になら

年指導員活動の見直しの時期か

の伝え方や活動方法など、青少

で、子どもたちへのメッセージ

菊地孝幸
鳥井和美

す 。)
月
日には、子ども科学館

で す 参( 加 し た 小 学 生 の 感 想 で

一日も早く多くの人が集まっ

■活動の持続性は必要だ■

願う次第です。

て事業ができる日が来ますよう

掲載することが大変でした。

ただきました。

をしたところ、

献したい」との思いから準備万
人を

加えスタートした厚木北地区、

端。令和２年度、新人

ニック気分で訪れてみてはいか
元気に活動して参ります。

す。そこで、自粛生活の散歩活
員で活動しています。私たちは

■事業もリモート■

がでしょうか。

間もあれば十分ですので、ピク

私 の 地 区 自 慢
■自然豊かな荻野地区■
荻野地区
人（新人なし）

令和２年度の荻野地区青少年
指導員は総勢
でスタートしました。しかし、

動で見出した荻野地区の魅力を
青少年健全育成会と連携を取り

■活動は楽しく■

お伝えしたいと思います。

また、ジュニアリーダーの研

ながら、愛のパトロール、通学

修会や活動の推進にも努めてい

路清掃活動、地域子ども教室な

運動公園でのピクニック、鳶尾
ます。その他、公民館事業など

荻野地区は河川や山に囲まれ

山ハイキングなど、家族連れで
への参加も積極的に取り組んで

どの活動をしています。

楽しめる場所がたくさんありま

た自然豊かな環境にあり、荻野

す。特に鳶尾山ハイキングは頂
います。今後も地域と連携した

川沿いのリバーウォークや荻野

上に登ると展望台があり、中津

コロナ対応で行事の中止や縮

睦合北地区

南毛利（長谷）青少年健全育
小など地域活動にも大きな影を

南毛利地区
成会では毎年、南毛利中学校、
落としました。青少年指導員と

活動に、楽しく取り組んでいき

東名中学校、玉川中学校の吹奏
しての活動が何もできなかった

たいと思います。

ければ横浜ランドマークタワー

楽部と、座間キャンプの音楽隊

川から相模平野が一望できる景

まで見渡すことができます。頂
厚木北地区
この１年を取り戻すことはでき

時
でフレンドシップコンサートを

上まではゆっくり登っても
厚木北地区では、地域福祉推

絵を描き、写真に撮って投稿し

生活の変様が求められる中

ませんが、活動の持続性は必要

月

１９

ことでしょう。

と思います。

い出としてもらえたら、嬉しい

ます。参加した行事を一つの思

も緊張しており

正直言ってとて

場になれるか、

企画運営側の立

今後、行事の

の星空はさぞかし映えて観える

ることでした。これで観る満天

えた観測ドームが設置されてい

のが、本格的な天体望遠鏡を備

いと考えています。

に、できることをやっていきた

子どもたちの笑顔が増えるよう

錯誤しながらの活動でしたが、

令和２年度はコロナ禍で試行

た。

ボットに歓声があがっていまし

し、自分で操作して動き回るロ

説明を受けながら親子で作製

が主な材料です。先生の丁寧な

た。モーターと乾電池とコード

ボット作り」が行なわれまし

の菅原先生による出前講座「ロ

3

を切り替えて頑張るぞ！

我慢の一年でしたが、気持ち

で一緒にお祝いしたかったな～

成人の皆さんと厚木市文化会館

送られることとなりました。新

になり、成人式も会場開催が見

地元での活動もほとんど中止

習会のみでした。

のため現時点では野外指導者講

がら令和２年度の活動はコロナ

キドキだったのですが、残念な

な活動があるのかワクワク・ド

青少年指導員としてどのよう

て２人です。

指導員は私を含め

地区の新人青少年

令和２年度の当

小鮎地区 旗手扶

■切り替えて頑張るぞ■

もうと思っています。

三橋功

催される活動に積極的に取り組

十分にできずに残念ですが、開

事が多いために、通常の活動が

コロナの関係で中止になる行

いけたらと思っております。

般の知識もあり活動に役立てて

広く浅くではありますが自然全

理科教員をしていましたので、

ことにいたしました。中学校の

ようという気持ちで引き受ける

この地域に少しでも恩返しをし

き、生まれ育った

をかけていただ

やりませんかと声

青少年指導員を

玉川地区

■地域への恩返し■

新任青少年指導員の意気込み

また、管理棟の見学で驚いた

と思いました。

たちの成長の一役を担っている

のような経験や体験が、子ども

経験の一つだと感じました。こ

するのは初めてでした。生きた

野外炊事をしました。鍋で炊飯

レーライスの

講習会ではカ

野外指導者

厚木南地区

■初めての体験に！■

いと思います。

がでるま

ダーとともに活動し、自分自身

導員のみなさん、ジュニアリー

化部会活動に参加して青少年指

コロナ終息後に各種行事、文

した。

で４回かかり、汗だくになりま

つもりでしたが、

ゴシゴシこすってきれいにした

カレー鍋を金属たわしで何回も

たと感じました。後片付けでは

が足りなくもう一工夫必要だっ

と食べ比べると「まろやかさ」

ていましたが、他の班のカレー

たちの班が一番おいしいと思っ

分かれカレーを作りました。私

見学後、炊事場に移動し各班に

ー内の各施設を

ふれあいセンタ

る中、七沢自然

当日は雨が降

依知北地区 大塚克彦

■鍋洗いで汗だく■

てもらい、それをホームページ

ませんでした。

だと全員が感じています。

観が広がっています。天気が良

７８

南毛利小学校で行っていました

進委員会の活動として、
日に「世代間交流展示会」を開
催し、地域の方々の写真を厚木
小の児童が鑑賞しました。本物
さながらの鳥のオブジェや手作
り絵本などの素敵な作品に子ど
もたちはじっと目を凝らしてい
て、作品を通して心のつながり
が感じられました。また、ジュ

逸見武史

■ジュニアリーダーに感謝！■
睦合北地区

９月６日に野
外指導者講習会
に参加させてい
ただき、５班に
分かれてカレーを作り美味しく
頂きました。最後、各班の余っ
たカレーをジュニアリーダーに
勧められ「もう食べれねー」と
言いながら食べる仲間の姿が印
象的でした。
普段は炊事などした事も無
く、またヤマビルに血を吸われ
る始末で、ジュニアリーダーの

HP も見てね！

2

が成長できればと思っていま
す。

１０

活動らしい活動が一切できずに

２０
が、コロナ禍で中止せざるを得

1
マスクを着けて全員集合

■世代を超えて■

元気に活動していきます！
鍋洗いは重労働！

１１

お世話になるばかりでしたが楽
しい一日でした。

O
K

おいしくいただきました
皆で協力して作ったカレーが完成！！

うまくこげたよ！

手作りペンカップ

１０

【２】
し ど う い ん
し ど う い ん
【５】

表彰者
しかし、最初の少年少女フェ

と思っていました。

喜びの声

中島道夫

■ジュニアリーダーとともに■
森の里地区

☆令和２年度被表彰者一覧☆
永きにわたる活動により、表
彰を受けた仲間たちです。

作ったら、別れ際「ありがと
（令和２年

月

伴田

松田

小泉

濱上

古舘

浩軌

愛子

克也

隆志

理絵

日）

推進者表彰■

■厚木市青少年育成活動

導員表彰を
う」と笑顔で言ってくれた顔が
◇厚木北地区

スティバルで遊び道具を一緒に

いただき、
印象的で忘れられなくなりまし

青少年指

ありがとう
◇厚木南地区

◇緑ヶ丘地区

◇小鮎地区

◇荻野地区

た。
年以上青少年

■絆・仲間・安心■

指導員を続けています。

それ以来、

ございまし
た。表彰さ
れるようなたいしたことはやっ
てきていませんが、それなりの
年数が経つと、いろいろなこと

健全育成大会に

厚木市青少年
◇森の里地区

◇荻野地区

（令和２年

月
中島

矢杉
道夫

由美子

小俣

南谷

安齊

岡田

勝寿

久

晶

克己

由起子

日）

◇南毛利地区
久保

おめでとうございます！

◇森の里地区
◇南毛利南地区

月

日）

■神奈川県青少年指導員表彰■

出来事は、ジュニアリーダーと
て感謝状を頂き

松田愛子

の出会いです。地区のジュニア
ました。恐れ多

小鮎地区

リーダーも厚木市のジュニア
い受賞でした。
（令和３年

がありました。

リーダーも皆、素直で本当にか
青少年指導員に委嘱されてから
◇厚木北地区

青少年指導員になって一番の

わいいです。ジュニアリーダー
数年で、まだ経験は浅く学ばな
◇小鮎地区

■厚木市表彰■

同士の上下関係、大人との関係
ければいけない事が山積みで
「現場に出て子どもたちの様

など、自分たちが楽しむために
いるように思われます。そして
子をよく観察する」「ベテラン

す。

研修会などに積極的に参加して
の諸先輩の情報に耳を傾ける」

何が必要かをちゃんと理解して

感じたことは、ジュニアリー
このふたつのことを大切にし
思います。

て、今後の活動に生かしたいと

ダーの成長が著しいことです。
年前にまだ幼さを残した子ど

もたちが、今や立派な「リー
このコロナ禍の中、大人が感
じている以上に子どもたちは多

ダー」となって後輩を指導して
います。本当に素晴らしいで
でしょう。制限のある中で私た

くのストレスを感じていること
ちには何ができるかを考え、子

す。
私が青少年指導員となったの
どもたちのサポートができるよ

周年記念事業■

菅野昭男

中島伸一

三橋正巳

川田房江

難波秀世

森住操

髙橋克徳

野村成規

二瓶要功

各地区の理事の皆さん
◇ 厚木北地区
岡田由起子
◇厚木南地区
岩月宣雄
◇依知北地区
橋本孝義
◇依知南地区
花和由香
◇睦合北地区
森木奈津美
◇睦合南地区
福岡典秋
◇睦合西地区
落合忠繁
◇荻野地区
矢杉由美子
安齊克己

◇小鮎地区
◇玉川地区
伊東貞徳
◇森の里地区
中島道夫
◇南毛利地区
鈴木繁子
◇相川地区
落合敏男
◇緑ケ丘地区
河西利也
◇南毛利南地区
久保勝寿
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令和２年度はコロナウイルス
により、日本だけでなく世界中
が大きな影響を受けました。青
少年指導員の活動についても各
種研修会が中止または参加者が
制限されるなど、大きな影響を
受けました。それでも感染の予
防に留意をしながら少しずつ活
動が始まっています。現在にお
いても地域によって感染が再度
拡大している状況であるため、
今後も研修会などの活動が制限
される形で実施される可能性が
あります。しかしながら、青少
年の健全な育成のために、少し
ずつでもできるところから活動
（森の里）

を続けていきたいと思います。

■力を合わせてできることを■

ションを下げないようにどうし

房江
令和２年度は

たら活動ができるかを話し合っ
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睦合南地区

新型コロナウイ

厚木市青少年指導員連絡協議会会長

コロナ禍で多くの行事が中止

会も書面決議となりました。新

ウイルスが心配ですが、「協心

今年度もまだまだ新型コロナ

てきました。

ルスのため委嘱式ができず、総
任の青少年指導員の方は指導員

南公民館の記念事業を行いまし

戮力」（心と力を合わせて互い

た。

とは何かが良くわからないまま

に協力して物事に取り組むこ

しかしながら新型コロナウイ

などの感染症対策をして映画鑑

指消毒、検温、座席間隔の確保

約３００人が参加しました。手

人数を制限し、感染防止対策を

た。ジュニアリーダーの活動も

の野外指導者講習会だけでし

日に文化会館大ホー

一年が過ぎたのではないでしょ

ルス感染拡大防止の観点から、

賞を楽しみました。

月

ルで実施した「おかあさんの被

毎年開催されている「少年少女

には、ハロウィンの仮装コンテ

すが、お互いにフォローしあっ
て、自分自身も楽しみを見つけ

フェスティバル」や「依知北公

ストを行いました。参加した

この状況の中で青少年指導員
及びジュニアリーダーを守るこ
とを第一に考えて、モチベー
てしまいましたが、新型コロナ
ウイルスが収まったら、みんな
で楽しく活動しようと今から楽
しみです。

願います。

ず、内容が前後する所はご了解

点措置の影響で編集会議ができ

急事態宣言及びまん延防止等重

月中旬に執筆された内容で、緊

今回の原稿は昨年末から

《広報部会より》

よろしくお願いいたします。

んの変わらぬご理解とご協力を

になっております。今後も皆さ

の方々には日頃から大変お世話

また、青少年関係団体、職員

ます。

力して頑張っていきたいと思い

と）の精神で皆さんと互いに協

うか。実施できた事業は、

民館まつり」等のイベントが中

チームは、集合時間を分けて

して行いました。

止になり、思うように活動がで

分おきに公民館の周りを練り歩

日

きていません。今後は感染状況

きました。

森の里地区

■来期への希望■

月

により、今までとは違う新しい

今後も、ジュニアリーダー
や、地域の方々とともに協力し

令和２年度は新型コロナウイ
ルスのため、青少年指導員、
ジュニアリーダーともに目立っ
た活動はできませんでした。そ
人

の中で、ジュニアリーダーの新
規入会者が中学１年生で

と、私の知る限りで初めての明
るいニュースです。地区会もな
かなか賑やかで、意見も活発に
出てきます。

マスクでファイア！
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