
注）上記以外に毎月 1 回の定例会（8 月以外）計 11 回

2015 年度　青少年委員会活動報告

5月

6月

7月

9月

11月

12月

1月

2月

ひがた体験事業（リーダー研修会）

東京都青少年委員会連合会定期総会

ひがた体験事業（春の部：ひがた探検）

中央ブロック第 1 回定例会（港区）

管外研修（メレーズ軽井沢）

 ひがた体験事業（夏の部：すだて体験）

中央ブロック研修大会

（千代田区：鳥から知る身近な自然体験）

ひがた体験事業（秋の部：湧き水を求めて）

ポニー乗馬会 番町小学校校庭

中央ブロック第 2 回定例会（中央区）

管内研修（若い世代のデートＤＶを知る）

　

成人の日のつどい（ホテルニューオータニ）

中央ブロック新年会（港区）

ひがた体験事業（冬の部 海苔すき体験）

東京都青少年委員大会

2015年

2016年

子どもたちの目が輝く街にするために青少年委員は働きます

ホームページもご覧ください
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検 索千代田区　青少年委員会

編集後記

一年間の委員会活動の最後を飾る２月の海苔漉き体験に行って来ました。当日はお天気に恵まれ、温かく迎えてくれた

漁師さんや楽しそうな子ども達に囲まれて気がつけば笑顔になっていました。これから迎える高齢化社会の中で、年取っ

た人も若い人もハンディキャップのある人も無い人も、みんな一緒にそこに居る。そんな風景が私達の考える幸せの形

なのかも知れません。新年度も委員会活動に対して、皆様の暖かなご支援とご協力をお願い致します。

（広報委員会　小田倉悦子）
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！！選挙権が18歳から！！

平成27年6月、選挙権年齢を「20歳以上」から

「18歳以上」へ引き下げる改正公職選挙法が成立

しました。これにより、平成28年夏からは、およ

そ全国240万人の18歳および19歳の方が新たな有

権者になります。

千代田区では成人の日に「成人の日のつどい」を

催し、会場内で模擬選挙を実施し新成人に有権者

としての自覚を促しています。（表紙の写真参照）

なお、選挙管理委員会では「成人の日のつどい」

での模擬選挙で使った投票箱や記載台をお貸しす

ることが出来ます。学校などの生徒会役員選挙で

実際に使う投票箱を使って選挙してみませんか。
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ひがた探検隊

第1回ひがた探検隊

平成27年6月7日（日）木更津市盤洲干潟

ウグイスの鳴き声を聞きながら、15分の道のり

を歩いて小櫃川河口の盤洲干潟へ

　カニを追いかけ、ヤドカリを捕まえ、ハゼ

やエビは手ですくってバケツに入れて。みんな

夢中で集めました。

持参した図鑑と照らし合わせながら生き物を観

察し、なぜここに生きているかを学びました。

海に流れてくる水を汚さないようにするのは自

分たちの責任だと実感できる体験でした。

第2回ひがた探検隊

平成27年7月5日（日）金田漁港沖

小雨が降る肌寒い中、現地の漁師さんのご好

意で、胴付長靴を借りて船で沖へ。

　潮が引いたところで仕掛けられていたスダ

テの中に入りました。足元を泳ぐ鯛やスズキに

歓声を上げながら網で追いかけまわし、ダツと

いう細長い魚は手づかみで。あちらこちらで

「獲れたよ～」「そっちに逃げた～」という声

が聞こえました。充分楽しんだ後は船上で自分

達が獲った魚を食します。アサリご飯に鯛の刺

身、ダツの天ぷら、カレイとエイの煮つけに味

噌汁。大変おいしく頂きました。子ども達はス

ダテ漁という貴重な体験を通じて命の大切さも

学びます。

第3回ひがた探検隊

平成27年11月8日（日）武田川コスモスロード

片道２㎞のハイキングコースを、河川敷に生息

している植物の話を聞きながらゆっくり歩きま

す。野生の「ミント」の葉っぱをこすって香り

を感じたり「ハンノキ」や「ツリフネソウ」等

珍しい植物を見たり、きれいな水でしか育たな

い「クレソン」を見つけたり･･途中ではサワガ

ニやアマガエルも見つけました。

「いっせんぼく」は地面からポクポクと泉の様

に湧き出ています。その湧き水が川になってい

く様子を観察しながら戻りました。

　山に降った雨が地面を伝わって湧き出てきて

川となり海へと流れ込んでいく様子がわかる体

験でした。

第4回ひがた探検隊

平成28年2月7日（日）金田漁協駐車場・民宿与平衛

日差しが暖かい絶好のお天気に恵まれ、海苔す

き体験スタート。一人３枚作ります。その後に

網についた生海苔を摘みました。指でつまんで

ひねって袋にいっぱい。これが「海苔」になる

なんて知らなかった。お昼は漁師さんのファス

トフード「鉄砲巻」海苔１枚に茶碗１杯のご

飯。具材はおかか。シンプルだけど美味しい海

苔巻。一人３～４本食べました。多い子は１３

本！昼食の後は天日干ししてた海苔はがし。

乾くときに聞こえる「パチパチ」という海苔の

「鳴き声」も聞けました。ここでも貴重な体験

が出来ました。

カニのダンスが可愛かった。

カエルを捕まえた。

海苔の作り方がわかった。
あーやって作るんだね。
海苔巻初めて作ったけど上手に出来た。

水が湧き出てるの初めて見た。

石をどけたらカニが
ウジャウジャいてびっくりした。

魚を捕まえるのが楽しかった。
鯛の刺身が美味かった。

海に入ったのが楽しかった。

みそ汁がうまい！いっぱいおかわりした。
もう食べれない!ってくらい食べたよ。
海苔が乾く音が聞こえた
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ポニー乗馬会
日にち：

場　所：

協　力：

協　賛：

11 月22 日（日）

番町小学校校庭

公益財団法人 ハーモニィセンター・NPO法人日本Ｇボール協会・Washoi company

株式会社ブーフーウー

番町小学校のご協力で、番町小学校の校庭にポニーや小動物がやってきました。

ポニーに乗り、ヤギやヒツジの温かさに触れ、モルモットを大事そうに抱く子どもたちの姿が印象的

でした。

400 人近いお子さんが来場して、動物との触れ合いを楽しんでくれました。

動物と触れ合うことで、生きものをいたわる優しさが芽生えていくことを願っています。

コナン シスコ チロル

力持ちのマツちゃん モルモット Ｇボールコーナー

ヒツジ あったか～い

ヤギ ウコッケイ

小さな小さなパンダマウス

今回のご案内のチラシは Washoi company と株式会社ブーフーウーの

ご協力で作成していただきました。ミッフィーでおなじみのディック・

ブルーナさんとコラボし、バリアフリーを広げるための商品や企画

“こころのボーダーをなくそう”を通じて、全ての人が共存する優しい

社会を目指されています。

千代田区青少年委員会もブルーナさんの絵本に出てくる車いすに乗っ

たロッテちゃんのようにサポートが必要なお子さんも一緒に楽しめる

乗馬会にしたいとの思いで活動しています。



「役者の道を切り開け！ロシアンルーレット」ゲーム
激マズシュークリームを食べたのは…？！

懐かしい友人たちと
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平成28年

成人の日のつどい 新成人出席者数
331名

ホテルニューオータニ
「鶴の間　西」にて

Program

【第１部】
開会

主催者挨拶（千代田区長）
来賓挨拶（千代田区議会議長）
（選挙管理委員会委員長）
講演（三遊亭竜楽氏）

二十歳の宣言（新成人代表）

【第２部】
模擬選挙アピール
メッセージカード紹介

企画運営委員によるゲーム
乾杯

フリータイム
閉会

「模擬選挙」
企画委員が

自ら立候補者となって
それぞれの夢に

投票してもらいました。

メッセージカード
今年のテーマは「道」

小咄を数ヶ国語で披露してくださり、
人との関わりの大切さを教えて下さい
ました。

企画委員の案で小・中学校で
お世話になった先生方からいただいた
メッセージを冊子にしました。

選挙管理委員会委員長
鳥海隆弘氏

講演
三遊亭竜楽氏 二十歳の宣言

新成人代表　渡辺大策君

千代田区長
石川雅己氏区議会議長

戸張孝次郎氏



6 7

その他の活動

青少年委員会中央ブロック新年会
平成28年1月22日(金）

第53回千代田区民体育大会
 

平成27年10月18日(日）

青少年委員の地域参加協力行事

8月

10月

1月

富士見小学校キッズフェス

富士見わんぱくひろば　わんぱくこどもまつり2015

富士見わんぱくひろば　新年お楽しみ会

富士見地域

8月

11月

1月

西神田児童館異世代ふれあい交流会

西神田児童館にじまつり

西神田児童館　新年お楽しみ会

西神田地域

3月

8月

9月

12月

さくら祭り

和泉公園納涼盆踊り大会

神田和泉町子ども縁日

秋葉原地域連合防災訓練

いずみこどもプラザゲーム村

和泉橋地域

7月

8月

11月

12月

3月

昌平こども会　プール遊び

外神田文化体育会　納涼大会

神田児童館祭り

昌平こども会　クリスマス会

昌平こども会　入卒を祝う会

万世橋・昌平地域

7月

8月

千代田小学校プール祭り

三町会子供縁日

神田公園盆踊り

神田公園地域

7月

8月

9月

12月

1月

2月

社会を明るくする運動(麹町大通りパレード)

麹町納涼子ども会

番町子ども会

一番町児童館まつり

麹町西部町会連合餅つき大会

一番町児童館　つなげよう！異世代の輪・地域の輪

麹町幼稚園　「昔遊びに親しむ」

番町・麹町地域

6月

8月

九段小学校校舎お別れ会

九段えんにち広場

九段地域

管外研修

千代田区青少年委員会では児童・家庭支援センターへの理解を深める為、恩田所長をお招きして児童虐待や

不登校、発達障がい等に対するケアの現状や千代田区で行われる子どもの発達支援事業のこれからについ

てお話しを伺いました。

日　時：平成27年6月27日(土)～28日(日)

場　所：メレーズ軽井沢

テーマ：｢児童・家庭支援センターと発達支援｣

中央ブロック研修会

身近な野生動物である鳥をテーマに、意外と知られていない鳥の不思議を身近に感じ、生き物・自然を知る

ことを目的とした講演会を実施しました。

公益財団法人日本鳥類保護連盟普及啓発室長の岡安栄作氏を講師にお招きし、現在の都内の野鳥の生態や日

常接することの出来る鳥についてご講演頂きました。

講演後は、参加者全員で近くの北の丸公園に出向き、糞や羽のような鳥の痕跡を探すことで鳥を観なくても

鳥を感じることが出来るというバードウォッチング体験をしました。

日　時：平成27年9月5日（土）15：00〜17：00

場　所：千代田区立九段中等教育学校　九段校舎1階大会議室・北の丸公園

テーマ：「鳥から知る身近な自然体験～鳥を観ないバードウォッチング〜」

管内研修

昨今増加傾向にある若者のデートDVについて、NPO法人レジリエンス代表中島幸子氏、同副代表西山さつき氏

より、具体的な事例を混えてDVの種類、その予防の仕方、解決方法、当事者との接し方などをご講演いただ

きました。尚、研修終了後に千代田区男女共同参画センターM IWの施設を見学しました。

日　時：平成27年12月6日（日）14：00〜16：00

場　所：千代田区役所　4階401会議室

テーマ：「若い世代のデートＤＶを知る
　　　　　　　　　　　　教育現場・地域の大人たちの関わりについて」

外濠公園総合グラウンド 第一ホテル東京21階 (新橋)


