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世田谷区青少年委員会 公式Facebook
ページは、私たちの活動の他にも、
世田谷区のおすすめ散歩
情報や役立つ情報を更新
しています。個性豊かで
元気いっぱいの私たち61
人の活動をぜひチェック
してみてください！

青少年委員会では、2 年に一度の新任研修、いろい
ろなテーマの課題別研修、隔年で宿泊研修または日
帰り研修をおこない、各委員の資質を向上するため
の研修活動を実施しています。

～日帰り研修を行います～
今年は例年とは違うスタイルで「現地集合、現地解散の日
帰り研修」を 2 月に行います。子どもたちがよく利用する
遊び場施設の方にお話を伺って実際に見学に行き、感じた
ことなどを共有します。行き先は世田谷区内および川崎市
のプレーパークなど 8 か所で、密にならないように分散し
ての実施です。

今年度は誰もが経験したことのないことばかりでした。活動

は縮小されましたが、少しでも子どもたちと地域を結ぶ活動

を実践してきました。熱意を感じていただければ幸いです。

【紙　   班】田上・新海・宮澤・山崎・佐々木・三浦・奥田・明戸・川端・小野寺

【SNS 班】新・徳永・生川・菱川・林・小林・中尾・中村・山中 

【活 動 班 】石坂・奥浦・武田 

【担当役員】三原 　【事務局】小村方・加藤

　令和 2 年 9 月 24 日に新任研修が開催されました。これは、２
年ごとに世田谷区教育委員会より委嘱された青少年委員全員
が受ける研修です。
　今年度の研修では、講師の吉田周平社会教育主事より「61
通りの活動、だからおもしろい！！」をテーマとした講演と、
8つのグループに分かれてのディスカッションを行いました。
　講演では、地域と学校をよく知る青少年委員だからこその
「つなぐ」役割や、自分なりのフィールドを持って活動する
ことの大切さ、青少年地区委員会との違いなど、私たちのモ
ヤモヤをすっきり整理していただき、大変わかりやすいお話
でした。
　その後のグループディスカッションでは、1 期の新人から 5
期の大ベテランまでが混ざったグループでそれぞれの活動に
ついて意見交換や情報共有を行い、話が終わらないまま終了
時間が来てしまうほど白熱したグループもありました。
　世田谷区立小学校の数だけいる青少年委員のネットワーク
によって、61 通りの活動が広く展開されていきます。
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５ブロック

コロナ禍の今、
みんなどうしてる？

11/20(金)
烏山区民会館 3階 集会室
講師：
半田 勝久氏（せたホッと子どもサポート委員）
小出 真由美氏（せたホッと相談・調査専門員）

校外活動セミナーがやむなく中止となった今年度ですが、全ブロックで
地域合同研修会を企画しました。この学びと実践を、子どもたちの豊か
な育ちとＰＴＡ活動の充実につなげていきます。

新型コロナウイルス感染拡大のため、多くのイベントが中止になったなか、
「ミニ青年文化祭」が開催されました。一年を通して色々なイベントがあり、
青少年委員が協力しています。次回開催時には多くの子どもたちに出会える
ことを心から楽しみにしています。

コロナ禍の今、情報交換の意味を込めて開催しま
した。親と子のストレスや不安を数字や実例を使
い分かりやすく解説していただきました。参加し
た皆さんの不安が少しでも軽くなり前向きに考え
られるようになれば幸いです。

４ブロック

タブレットでひろがれ！
子どもの学び
～世田谷区立
　　小・中学校のＩＣＴ活用～ 
令和3年2/17(水) 
オンライン開催
講師：
薄井 康裕先生（千歳台小学校 校長）
加藤 敏久先生（桜丘中学校 校長）
井元 章二先生（世田谷区教育委員会事務局 教育指導課 統括指導主事）

コロナ禍による教育現場の変化が著
しい中、世田谷区では11月16日から
小 6・中 3・教員に対して ICT活用の
案内とタブレットの配布が始まりま
した。保護者の不安に応え、ICT活用
についてそれぞれの立場からお話を
うかがいます。

２ブロック

コロナ感染状況下における
ＰＴＡ活動について

11/26(木) 
代田区民センター  多目的室
参加者：第2ブロック内小学校ＰＴＡ会長・役員

昨年3月、突然の学校休業によりストップし
た各校のＰＴＡ。不安の中で活動を始めた
ＰＴＡ役員の参加希望者がようやく顔合わ
せをして、苦労したことや工夫によって乗
り越えたこと等、今後に活かすための情報
交換ができました。

１ブロック

SDGs 第2弾
～小・中学校の取り組みから学ぶ～

令和3年1/22(金) 
三茶しゃれなあどホール
講師：
石川 明子氏（2030 SDGs公認ファシリテーター・SDGs de 地方創生公認ファシリテーター ｠） 

「SDGs」研修会第 2弾。
昨年度は消費者目線、今年度は
小・中学校の取り組みや教材を
中心に講習を受け、「青少年委員
として、子どもたちの意識や取
り組みにどう協力できるだろう」
に焦点を当てて学びます。

３ブロック

区内をぶらり
～烏山寺町散策と
  存明寺の地域活動～

12/16(水)
烏山寺町
お話 : 酒井 浩美氏（ぞんみょうじこども食堂）

ICT：情報通信技術 
SDGs：持続可能な開発目標
だよ

26の寺院を徒歩でまわり、門構え・お堂・自然・
石碑などを見学して“小京都”の落ち着いた
雰囲気を体感。その中の一つ、存明寺でうか
がった子ども食堂の活動についてのお話の中
に、人がつながることの大切さを感じました。

６ブロック

戦争と平和を考える
～次世代へいのちの
  大切さを伝えるために～

11/19(木)
昭和館（千代田区九段南1-6-1）
しょうけい館（千代田区九段南1-5-13ツカキスクエア九段下）

戦中戦後の日本について深く考えさせ
られる、とても有意義な内容でした。
青少年委員として、子どもたちや教職
員の方などに、ここで知り得たことや、
こういった施設があるということを伝
えていきたいと思います。

７ブロック

あなたとあなたの大切な人を
守るために今できること

令和3年2/25(木) 
オンライン開催
講師：
月ヶ瀬 恭子氏（国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 准教授/救急救命士/防災士）

2019年10月、大きな被害が出た多摩川
の水害。いつか来るかもと思っていた
【いざという時】が本当に来てしまい
ました。
私たちが暮らしているこの場所で、大
切な人たちの身を守るために本当に必
要な準備とは何かを学びます。

８ブロック

こまった子は、
こまっている子

令和3年2/17(水)
奥沢地区会館 大会議室 
講師：
田中 良果氏 (世田谷区発達障害相談·療育センター｢げんき｣地域支援部門) 

発達障害のある児童の保護者への声のかけ方や
「自閉症スペクトラム障害」「注意欠如多動性障害」
といった個々の発達障害について学びます。子
どもたち一人ひとりの個性に気づき、持っている
力を発揮できる場を提供し、自立に向けた支援を
している区の就学相談にも注目します。 

親と子のつどい(5月上旬)
キラキラバッジ・風車・
昔遊びなどであそべます。

わんぱく相撲(5月下旬)
お相撲に参加するとお土産が
たくさんもらえるよ！

せたがやふるさと区民まつり
(8月上旬)
魚つりゲームにチャレンジ！

アドベンチャー㏌多摩川いかだ下り大会
（8月下旬）
君も！
トムソーヤになろう！

新年子どもまつり
(1月上旬)
七福神めぐりをして、今年の運試し！

新成人のつどい
(1月上旬)
着物がくずれて困ったら、
『着くずれ直しコーナー』に来てね。

11月1日　ミニ青年文化祭
青少年交流センター池之上青少年会館
缶バッジを作りに来てくれたたくさんの
子どもたち。自分で一生懸命描いたバッジ
は一つひとつが宝物！
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