
『よろしくカード』ができました！

裏面のQRコードで、青少年委員会のホームページと Facebook に一直線！

『青少年委員ってどんな人？』『どんなことしているの？』と思ったら、ハイ、このカード！

ただいま青少年委員が機会あらば配布中。ご希望の方はお気軽にお声掛けくださいね！

長引くコロナ禍の中で、今年度は少しずつ活動が戻り子どもたちの
成長を見守り、学び合い、活動してまいりました。広報誌を通して、
青少年委員を身近に感じていただけたら嬉しいです。

編集後記

世田谷区青少年委員会
世田谷区教育委員会

昨年度開催できなかった創立記念行
事も、今年度は各校工夫を凝らし、
無事に開催できました。
おめでとうございます！

12 月 11日（土）
船橋希望中学校
平成 24年創立

10月 9日（土）
東玉川小学校
昭和 26年創立

10月 16日（土）
桜町小学校
昭和 27年創立

10月 23日（土）
中丸小学校
昭和 26年創立

11月 27日（土）
喜多見小学校
昭和 47年創立

12月 4日（土）
駒沢小学校
明治 34年創立

11月 13日（土）
若林小学校
明治 4年創立

11月 6日（土）
芦花小学校
芦花中学校
昭和 34年創立

11月 20日（土）
玉堤小学校
砧南小学校
昭和 36年創立
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世田谷区で一番古い小学校！
明治時代に地域の方々の熱い想いで生ま
れた若林小学校。
今年度 150 周年を迎えてたくさんの祝
賀イベントが開催されました。

青少年委員を

ちょっとおしゃれに

もっと身近に

笑顔を届けたい！

よろしく カード
で

ドーカ よろしく！

「今できること」をやってみよう！



満期退任の委員です

課題別研修として 8グループに分かれて、区内青少年交流センター (3ヵ所 )、

プレーパーク (5ヵ所 )を訪問しました。

事前研修
　2021 年 9月 30日に、課題別研修の事前研修として講演会を行いました。
　講師は、世田谷区子ども・若者部若者支援担当課主任の井上忠紀さんと、ＮＰＯ法人
プレーパークせたがや理事の天野秀昭さんです。
　井上さんからは、区の若者支援の概要と、若者の居場所づくりを区と連携して行っ
ている区内 3ヵ所の青少年交流センターの取り組みをお話しいただきました。
　天野さんからは、時代とともに変わってきた子どもをとりまく環境のお話から、な
ぜプレーパークを開設することになったのかというお話をうかがい、遊育 ( 子どもは
遊ぶことで「自分育て」ができるようになる )の大切さを教えていただきました。
　以上のことをふまえ、グループ毎に各施設を訪問し、11 月 25 日には、委員たちが
考えた「キャッチフレーズ」と共に各グループの発表が行われました。

井上忠紀さん

天野秀昭さん

【開放感抜群、アップス！
やりたいことを見つけに行こう。そして叶えよう！】
　『家にも学校にもないもの
を。』をテーマに 2019 年 2
月 OPEN。通称『アップス』。
大きな窓がたくさんある、明
るく開放的な雰囲気です。若
者たちの意見も取り入れた自
習室、交流スペース、カフェ、
多目的スペースなどがあり、
お隣には体育館、テラスには
菜園もあります。ぜひ、一度
行ってみてくださいね！

【立地よし！ひとりもよし！仲間と挑戦するもよし！】
　2021年春、リニューアルしまし
たが、通称はそのまま『いけせい』。
「中高生の利用者が少しずつ増え
ています」とのこと。２階フロア
に中高生向けのスペースを設置。
「やりたいを実現しよう」「一人ひ
とり、自分らしく」
子どもたちの居場所
づくりから地域の人
と関わる場所作りを
担っています。新生
『いけせい』を覗いて
みませんか？
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テーマ
子どもの居場所に行ってみよう！
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水間良子　烏山小/上祖師谷中
優しい同期や先輩、後輩に
恵まれた 10年、楽しかった
です♡

大垣真理子　希望丘小/船橋希望中
みなさんとの出会いに感謝
です。すべての子どもたち
の幸せを願います。

度会貴美子　池尻小/三宿中
楽しかった10年。私にとっ
ては、良い経験と出会いで
した。

梶田澄子　弦巻小/弦巻中
あっという間の 10 年間。沢
山の子どもたちの笑顔に会
えて元気をもらいました。

山崎早苗　三軒茶屋小/駒沢中
力不足な私でしたが、地域
を笑顔で繋ぐお手伝いが少
しでもできたかな？です。

三原順子　奥沢小/奥沢中
出会った仲間は宝物。経験
は財産。感謝♡。今後は地
域活動に繋げていきます

原口裕子　東深沢小/東深沢中
アド多摩、親と子のつどい
など思い出がたくさん。貴
重な体験でした！

田村美季　玉川小/玉川中
あっという間の 10年間でし
た。今までの繋がりを大切
にしていきます！

鍵和田和明　深沢小/深沢中
PTA終了からさらに10年。
良い仲間に恵まれ楽しく短
く感じる 10 年でした。各施設の利用については、直接お問い合わせください。

前園陽子　山野小 /砧中
素敵な仲間たちと駆け抜け
た 10 年。肝試しや川場宿泊
研修など、思い出が沢山！

黒﨑眞由美　明正小/砧中
肝試しから始まった10年間、
地域と関わり、仲間との絆
は一生の宝物です。

川端陽子　九品仏小/八幡中
あっと言う間に 10年！同期は
PTA 時代から活動が一緒！
ホント楽しかったです！



【ゆったりのんびり自然がいっぱい　ヘビとバッタとのげパンダ】
　『のげ青 ( のげせい )』では、若
者たちが主体となった多彩なプロ
グラムが実施され、掲示物からも、
生き生きと楽しそうな活動の様子
が伝わってきます。
　ホール・交流室・フリースペー
スなど館内空間は、個人でも団体
でも自由に利用可能。
宿泊機能もあり、泊ま
りがけでの団体活動も
OK。ぜひ多くの方に
ご活用いただきたい、
素敵な場所です。

【住宅街の中の隠れ家】
　ここは「自分の責任で自由
に遊ぶ場所」。住宅街の中に
突然広がるはらっぱ。
　ここにある六角プールなど
の遊具は地域の方の手作りで
す。木登り、どろんこ遊びや
水遊びはもちろん、焚き火も
できます。遊び方を広げてく
れるプレーワーカーさんは遊
びに来た人の心強い味方！子
どもも大人も一緒に夢中にな
れる場所です。

【ハラハラ・ドキドキ・楽しさいっぱい！！あついぞ、烏山！！】
　「なるべく遊びの禁止事項を
作らない、子どもたちのやり
たい気持ちを見守ってあげた
いんです！」と、熱く語るプ
レーワーカーさん。地域の方々
もボランティアで協力し、幅
広い年齢層が出入りしている
とのこと。住宅街にポンっと
現れた秘密基地のようです。
五寸釘を地面に刺す「釘さし」
他、みんなで色々な遊びを発
見してみてくださいね。

【日本初なのに未完成！？　WAKUWAKU　DOKIDOKI】
　「子どもがもっと自由に遊べる場
所が欲しい！」とあるご夫婦が地域
の方とともに作った遊び場が土台と
なり、1979 年、日本で初の冒険遊
び場『羽根木プレーパーク』が誕生
しました。子どもがやりたいことを
極力やらせてあげた
いと、子どもと親の
両方から話を聞くこ
とに心を砕いていま
す。ここは、常に時
代に合わせて進化し
続けています！

【垣根のない日常　～やりたい遊びを見つける　世田谷プレーパーク】
　世田谷公園内にある『世田
谷プレーパーク』は、「自分
の責任で自由に遊ぶ」をモッ
トーにし、「子どもたちが自
然と集まった場が遊び場」と
いう、囲いが全くない開放感
に満ちた場所。子どもたちが
自然の中で「やってみたい！」と
思えるきっかけになる環境がここ
にはあります。子どもたちが自由
な遊びの中で、さまざまな経験が
できる場所です。

【自由に遊び、生きる力を育むパーク】
　『川崎市子どもの権利条例』を具
現化してできたものが『川崎市子
ども夢パーク』。
　1 万㎡もある敷地内で「自分の
責任で自由に遊ぶ」を合い言葉に、
子どもの自由な発想で、遊び、学び、
作り続ける冒険遊び場。敷地内に
は、学校の中で居場所を見出せな
い子どもや若者たちが、多様に育
ち・学ぶ場所『フリースペースえん』
もあります。
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キラキラバッジや風車を
作ったり、コマやけん玉な
どの昔遊びでたくさん遊び
ましょう！

親と子のつどい（５月上旬）

土俵で頑張る子どもたちは真剣そ
のもの！
勝って笑顔！負けて涙・・・
帰りにお土産もらってにっこり！
今年度は絵のコンテストのみ実施
されました。

わんぱく相撲（５月下旬）

今年度はオンラインで10月に
開催！ダンスや演奏などのパ
フォーマンスや各関係者のビデ
オメッセージが配信されました。
私たち青少年委員会も動画で参
加しました。

せたがやふるさと
区民まつり（8月上旬）

皆で力を合わせ
手作りいかだを漕ごう！
トムソーヤになって
ゴールをめざソーヤ！

アドベンチャー in 多摩川
いかだ下り大会（８月下旬）

11 月７日に３部入れ替え制で、7 つの
手作りゲームコーナー、風車作り、屋
上ではダンスなどのパフォーマンスが
披露されました。

ミニ青年文化祭（11月上旬）

七福神巡り、書き初め、読み聞かせ、
おみくじで運だめし！

新年子どもまつり（1月上旬） １月 10 日に日本大学文理学部百
周年記念館にて３回に分けて式典
が行われました。
着慣れない着物に青少年委員が着
くずれ直しのお手伝いをしました。

新成人のつどい（1月上旬）

青少年委員会は年間を通して区のイベントに協力しています。
昨年度に続いてコロナ禍によりイベントが中止、または規模
を縮小しての開催となりました。
来年度の開催時には、会場でたくさんの子どもたちの笑顔に
会えるのを楽しみにしています！
※（　）内は例年の開催時期です。



3ブロック 子どもの過ごす場所は家
庭や学校だけではない…
その中の 1つを訪問。
屋内と屋外の環境をあわ
せ持つこの施設を見学し、
9～ 10 月に実施された青
少年委員会の課題別研修
「子どもの居場所に行って
みよう」での学びを深め
ました。

川崎市子ども夢パーク
  フリースペースえん見学訪問

4ブロック
地域運営学校の成り立ちと
その役割を知り、地域と学
校がお互いに「当事者」と
なり、共通の目標に向かっ
ていくことが重要であるこ
とを学び、共有しました。

子どもの「学ぶ」を育むために
～地域運営学校を知る～

5ブロック 烏山宇宙プロジェクトの
一環で、宇宙開発事業と
私たちの暮らしの結びつ
きについて、わかりやす
くご講演いただきました。
ISS での生活ぶりや気にな
る宇宙食、これからどん
どん進む宇宙旅行など魅
力あるお話を聴くことが
できました。参加者から
「子どもと空を見上げた
い！」との感想をいただ
きました。

烏山宇宙プロジェクト推進事業
「国際宇宙ステーションと私たちの暮らし」

1ブロック 新学習指導要領に「持続
可能な社会の創り手の育
成」が明記され、SDGs
は教科書にも取り上げら
れています。カードゲー
ムは、自分の行動が世界
にどう影響を及ぼすか、
「SDGs の本質」を理解す
るための楽しく学べる教
材と感じました。

SDGs 第 2弾
～小、中学校の取り組みから学ぶ～

2ブロック 「コロナ × こども本部の
アンケート調査」を基に、
子どもたちの現状・スト
レスのサイン・子どもへ
の関わり方などをお話し
いただきました。子ども
たちの心にどのように寄
り添っていけばよいか、
安心できる日々を過ごす
ために何ができるかを考
えました。

コロナ禍における
　　　　　子どもの心のケア

6ブロック 発達障害の特性 ( 原因 ) と
症状 ( 困るポイント ) は別
に考えるべきという気づ
きがあり、親や周囲がど
う接すればいいか、ヒン
トをいただきました。 講師
が児童精神科医のほか、
スクールカウンセラーと
して関わったケースのお
話など、大変興味深いも
のでした。

みんなちがう！どうしよう？
～発達障害への向き合い方～

7ブロック 地震が頻発しています。
一時（いっとき）集合所
や帰宅困難者の一時避難
場所として１万人の対応
ができるように造られた
二子玉川公園。防災倉庫
内の見学や、かまどベン
チ・マンホールトイレの
組み立て体験を通して在
宅避難の大切さを学びま
した。

地域防災を知ろう！
～二子玉川公園の防災設備見学・体験～

8ブロック
苦手なことやうまくできないことに直面したとき、一人で
解決できなくても大丈夫。
大切なのは、｢困っている｣と伝えたり、誰かに相談したり
する力を身に付けることだそうです。「一人で頑張らなく
ても大丈夫！」という温かいメッセージが印象的でした。

こまった子はこまっている子
～子どものこまった行動への声かけや対応について学ぶ～

コロナ禍の中ですが、全ブロックで地域合同研修会
を無事に企画することができました。この学びと実
践を、子どもたちの豊かな育ちと PTA 活動・地域
活動の充実につなげていきます。
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他、みんなで色々な遊びを発
見してみてくださいね。

【日本初なのに未完成！？　WAKUWAKU　DOKIDOKI】
　「子どもがもっと自由に遊べる場
所が欲しい！」とあるご夫婦が地域
の方とともに作った遊び場が土台と
なり、1979 年、日本で初の冒険遊
び場『羽根木プレーパーク』が誕生
しました。子どもがやりたいことを
極力やらせてあげた
いと、子どもと親の
両方から話を聞くこ
とに心を砕いていま
す。ここは、常に時
代に合わせて進化し
続けています！

【垣根のない日常　～やりたい遊びを見つける　世田谷プレーパーク】
　世田谷公園内にある『世田
谷プレーパーク』は、「自分
の責任で自由に遊ぶ」をモッ
トーにし、「子どもたちが自
然と集まった場が遊び場」と
いう、囲いが全くない開放感
に満ちた場所。子どもたちが
自然の中で「やってみたい！」と
思えるきっかけになる環境がここ
にはあります。子どもたちが自由
な遊びの中で、さまざまな経験が
できる場所です。

【自由に遊び、生きる力を育むパーク】
　『川崎市子どもの権利条例』を具
現化してできたものが『川崎市子
ども夢パーク』。
　1 万㎡もある敷地内で「自分の
責任で自由に遊ぶ」を合い言葉に、
子どもの自由な発想で、遊び、学び、
作り続ける冒険遊び場。敷地内に
は、学校の中で居場所を見出せな
い子どもや若者たちが、多様に育
ち・学ぶ場所『フリースペースえん』
もあります。
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キラキラバッジや風車を
作ったり、コマやけん玉な
どの昔遊びでたくさん遊び
ましょう！

親と子のつどい（５月上旬）

土俵で頑張る子どもたちは真剣そ
のもの！
勝って笑顔！負けて涙・・・
帰りにお土産もらってにっこり！
今年度は絵のコンテストのみ実施
されました。

わんぱく相撲（５月下旬）

今年度はオンラインで10月に
開催！ダンスや演奏などのパ
フォーマンスや各関係者のビデ
オメッセージが配信されました。
私たち青少年委員会も動画で参
加しました。

せたがやふるさと
区民まつり（8月上旬）

皆で力を合わせ
手作りいかだを漕ごう！
トムソーヤになって
ゴールをめざソーヤ！

アドベンチャー in 多摩川
いかだ下り大会（８月下旬）

11 月７日に３部入れ替え制で、7 つの
手作りゲームコーナー、風車作り、屋
上ではダンスなどのパフォーマンスが
披露されました。

ミニ青年文化祭（11月上旬）

七福神巡り、書き初め、読み聞かせ、
おみくじで運だめし！

新年子どもまつり（1月上旬） １月 10 日に日本大学文理学部百
周年記念館にて３回に分けて式典
が行われました。
着慣れない着物に青少年委員が着
くずれ直しのお手伝いをしました。

新成人のつどい（1月上旬）

青少年委員会は年間を通して区のイベントに協力しています。
昨年度に続いてコロナ禍によりイベントが中止、または規模
を縮小しての開催となりました。
来年度の開催時には、会場でたくさんの子どもたちの笑顔に
会えるのを楽しみにしています！
※（　）内は例年の開催時期です。



満期退任の委員です

課題別研修として 8グループに分かれて、区内青少年交流センター (3ヵ所 )、

プレーパーク (5ヵ所 )を訪問しました。

事前研修
　2021 年 9月 30日に、課題別研修の事前研修として講演会を行いました。
　講師は、世田谷区子ども・若者部若者支援担当課主任の井上忠紀さんと、ＮＰＯ法人
プレーパークせたがや理事の天野秀昭さんです。
　井上さんからは、区の若者支援の概要と、若者の居場所づくりを区と連携して行っ
ている区内 3ヵ所の青少年交流センターの取り組みをお話しいただきました。
　天野さんからは、時代とともに変わってきた子どもをとりまく環境のお話から、な
ぜプレーパークを開設することになったのかというお話をうかがい、遊育 ( 子どもは
遊ぶことで「自分育て」ができるようになる )の大切さを教えていただきました。
　以上のことをふまえ、グループ毎に各施設を訪問し、11 月 25 日には、委員たちが
考えた「キャッチフレーズ」と共に各グループの発表が行われました。

井上忠紀さん

天野秀昭さん

【開放感抜群、アップス！
やりたいことを見つけに行こう。そして叶えよう！】
　『家にも学校にもないもの
を。』をテーマに 2019 年 2
月 OPEN。通称『アップス』。
大きな窓がたくさんある、明
るく開放的な雰囲気です。若
者たちの意見も取り入れた自
習室、交流スペース、カフェ、
多目的スペースなどがあり、
お隣には体育館、テラスには
菜園もあります。ぜひ、一度
行ってみてくださいね！

【立地よし！ひとりもよし！仲間と挑戦するもよし！】
　2021年春、リニューアルしまし
たが、通称はそのまま『いけせい』。
「中高生の利用者が少しずつ増え
ています」とのこと。２階フロア
に中高生向けのスペースを設置。
「やりたいを実現しよう」「一人ひ
とり、自分らしく」
子どもたちの居場所
づくりから地域の人
と関わる場所作りを
担っています。新生
『いけせい』を覗いて
みませんか？
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テーマ
子どもの居場所に行ってみよう！
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水間良子　烏山小/上祖師谷中
優しい同期や先輩、後輩に
恵まれた 10年、楽しかった
です♡

大垣真理子　希望丘小/船橋希望中
みなさんとの出会いに感謝
です。すべての子どもたち
の幸せを願います。

度会貴美子　池尻小/三宿中
楽しかった10年。私にとっ
ては、良い経験と出会いで
した。

梶田澄子　弦巻小/弦巻中
あっという間の 10 年間。沢
山の子どもたちの笑顔に会
えて元気をもらいました。

山崎早苗　三軒茶屋小/駒沢中
力不足な私でしたが、地域
を笑顔で繋ぐお手伝いが少
しでもできたかな？です。

三原順子　奥沢小/奥沢中
出会った仲間は宝物。経験
は財産。感謝♡。今後は地
域活動に繋げていきます

原口裕子　東深沢小/東深沢中
アド多摩、親と子のつどい
など思い出がたくさん。貴
重な体験でした！

田村美季　玉川小/玉川中
あっという間の 10年間でし
た。今までの繋がりを大切
にしていきます！

鍵和田和明　深沢小/深沢中
PTA終了からさらに10年。
良い仲間に恵まれ楽しく短
く感じる 10 年でした。各施設の利用については、直接お問い合わせください。

前園陽子　山野小 /砧中
素敵な仲間たちと駆け抜け
た 10 年。肝試しや川場宿泊
研修など、思い出が沢山！

黒﨑眞由美　明正小/砧中
肝試しから始まった10年間、
地域と関わり、仲間との絆
は一生の宝物です。

川端陽子　九品仏小/八幡中
あっと言う間に 10年！同期は
PTA 時代から活動が一緒！
ホント楽しかったです！



『よろしくカード』ができました！

裏面のQRコードで、青少年委員会のホームページと Facebook に一直線！

『青少年委員ってどんな人？』『どんなことしているの？』と思ったら、ハイ、このカード！

ただいま青少年委員が機会あらば配布中。ご希望の方はお気軽にお声掛けくださいね！

長引くコロナ禍の中で、今年度は少しずつ活動が戻り子どもたちの
成長を見守り、学び合い、活動してまいりました。広報誌を通して、
青少年委員を身近に感じていただけたら嬉しいです。

編集後記

世田谷区青少年委員会
世田谷区教育委員会

昨年度開催できなかった創立記念行
事も、今年度は各校工夫を凝らし、
無事に開催できました。
おめでとうございます！

12 月 11日（土）
船橋希望中学校
平成 24年創立

10月 9日（土）
東玉川小学校
昭和 26年創立

10月 16日（土）
桜町小学校
昭和 27年創立

10月 23日（土）
中丸小学校
昭和 26年創立

11月 27日（土）
喜多見小学校
昭和 47年創立

12月 4日（土）
駒沢小学校
明治 34年創立

11月 13日（土）
若林小学校
明治 4年創立

11月 6日（土）
芦花小学校
芦花中学校
昭和 34年創立

11月 20日（土）
玉堤小学校
砧南小学校
昭和 36年創立
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世田谷区で一番古い小学校！
明治時代に地域の方々の熱い想いで生ま
れた若林小学校。
今年度 150 周年を迎えてたくさんの祝
賀イベントが開催されました。

青少年委員を

ちょっとおしゃれに

もっと身近に

笑顔を届けたい！

よろしく カード
で

ドーカ よろしく！

「今できること」をやってみよう！


