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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
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■編集後記
「平成最後の青少年委員だより」を無事発行することが
出来、ホッとすると同時に発行にあたりご協力いただい
た皆様に感謝いたします。
今年度は「平成最後の…」という言葉をどれだけ耳にした
ことでしょう。いつもと同じ出来事でもその言葉をつける
と、記憶に残る出来事になるのは言うまでもありません。
「平成最後のひがた探険」「平成最後のポニー乗馬会」
「平成最後の成人の日のつどい」。しかし、「最後の」という
言葉を付けなくても、子どもたちの良い思い出として記憶
に残るような活動をしていきたい、と思う年度末です。

　　　　　　　　　　　　　　　広報委員長　　木曽

ホームページもご覧ください
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■平成30年活動報告
　　   月　日 　　　　　　   事　業　名 　　　　　　             場　所 
　４月１０日（火） 第1回定例会　委嘱交付式 　区役所401会議室 
　５月　８日（火） 第2回定例会 　　　　　　　   区役所401会議室 
　５月１２日（土） ひがた探検隊　　　　　　　　 麹町中学校 
　　　　　　　　　　（中学・高校生ボランティア説明会） 　　　　　　　
　５月２６日（土） 東京都青少年委員会連合会　　国立オリンピック記念
　　　　　　　　　　定期総会 　　　　　　　 青少年総合センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センター棟4階417号室 
　６月　３日（日） ひがた探検隊　　　　　　　　木更津市盤州干潟
　　　　　　　　　　（春の部 干潟体験） 　　 
　６月１２日（火） 第3回定例会 　　　　　　　　区役所401会議室 
　６月２３日（土）　　管外研修                                            メレーズ軽井沢
　６月２４日（日） 第4回定例会 　　　　　　　　　　 
　６月２６日（火） 第1回中央ブロック定例会　　　港区役所
　　　　　　　　　　（当番:港区）  
　７月　１日（日） ひがた探検隊　　　　　　　　東京湾（木更津）
　　　　　　　　　　（夏の部 すだて漁）  
　７月２１日（土） 子どもに関わる団体の会 　区役所401会議室 
　９月　８日（土） 中央ブロック研修会　　　　　　麹町中学校
　　　　　　　　　　（当番:千代田区）  
　９月１１日（火） 第5回定例会 　　　　　　　 区役所401会議室 
１０月　９日（火） 第6回定例会 　　　　　　　 区役所401会議室 
１０月１４日（日） 第56回千代田区民体育大会　  外濠公園総合グラウンド
　　　　　　　　　　ふれあいスポーツフェスタ　　※雨天のため中止  
１０月２８日（日） ポニー乗馬会 　　　　　　　 お茶の水小学校校庭 
１１月１１日（日） ひがた探検隊　　　　　　　　木更津市武田川
　　　　　　　　　　（秋の部 源泉さがし）    　　　   コスモスロード 
１１月１３日（火） 第7回定例会 　　　　　　　　区役所401会議室 
１１月２１日（水） 第2回中央ブロック定例会　　　中央区役所
　　　　　　　　　    （当番:中央区）  
１２月１１日（火） 第8回定例会 　　　　　　　 区役所401会議室 
　１月１４日（月） 成人の日のつどい　　　　　　 ホテルニューオータニ鶴の間（西）
　　　　　　　　　　第9回定例会 　　　　　　　 麹町中学校 
　１月２５日（金） 中央ブロック新年会　　　　　 タワーズダイナー
　　　　　　　　　　（当番:港区）  
　２月　３日（日） ひがた探検隊　　　　　　　　木更津市金田見立海岸
　　　　　　　　　　（冬の部 海苔すき） 　　　　 潮干狩場 
　２月１２日（火） 第10回定例会 　　　　　　　 区役所401会議室 
　２月１７日（日） 東京都青少年委員大会　　　　墨田区曳舟文化センター
　　　　　　　　　　（当番:城東ブロック）  
　３月１２日（火） 第11回定例会 　　　　　　　     区役所401会議室 



成 人 の 日 の つ ど い
於：ホテルニューオータニ平成 3 1 年１月1 4 日

未
来マシュマロチャレンジ!!

マシュマロ１個とパスタを使いタワーを建てます。
同じテーブルになった人たちと相談しながら高さ
を競うものです。初対面の人とコミュニケーション
をとり共通目的を達成してもらうゲームです。社会
に出てから初めて出会う人と仕事をすることを想
定しています。 
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第１部プログラム：式典
開会挨拶　
主催者挨拶
来賓挨拶
講演
二十歳の宣言

第１部プログラム：式典
開会挨拶　
主催者挨拶
来賓挨拶
講演
二十歳の宣言

第２部プログラム：祝賀パーティー
企画運営委員紹介
乾杯
ゲーム「マシュマロチャレンジ」
コミュニケーションタイム
閉会の言葉
全体記念撮影

第２部プログラム：祝賀パーティー
企画運営委員紹介
乾杯
ゲーム「マシュマロチャレンジ」
コミュニケーションタイム
閉会の言葉
全体記念撮影今年のテーマは“未来”  「成人式に集まる旧友との　 “これまで” と “これから” を語り合い

20歳大人の始まりに、ともに未来を描いていこう」　という意味が込められています。 
今年のテーマは“未来”  「成人式に集まる旧友との　 “これまで” と “これから” を語り合い
20歳大人の始まりに、ともに未来を描いていこう」　という意味が込められています。 

本年度の成人式は総勢約３３７名の出席者で
盛大に行われました。新成人の中から４名が
企画運営委員として１年間この日のために話
合いを重ね準備を進めてきました。この日は
新成人らしく落ち着きの中に親しみ溢れる軽
快な司会進行の役目も担ってくれました。

本年度の成人式は総勢約３３７名の出席者で
盛大に行われました。新成人の中から４名が
企画運営委員として１年間この日のために話
合いを重ね準備を進めてきました。この日は
新成人らしく落ち着きの中に親しみ溢れる軽
快な司会進行の役目も担ってくれました。

＜主催者挨拶＞
石川区長

＜主催者挨拶＞
石川区長

＜来賓挨拶＞
松本区議会議長
＜来賓挨拶＞
松本区議会議長

＜講演＞
柔道家・パラリンピアン

初瀬 勇輔氏

＜講演＞
柔道家・パラリンピアン

初瀬 勇輔氏

劉 承輝さん劉 承輝さん 鈴木 風さん鈴木 風さん
二十歳の宣言　
張 翔さん

二十歳の宣言　
張 翔さん

閉会の言葉
竹内江里香さん
閉会の言葉
竹内江里香さん

企画運営委員の皆さん企画運営委員の皆さん

乾 杯乾 杯
コミュニケーションタイムコミュニケーションタイム

司 会司 会
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ひが た 探検隊
春夏秋冬と 4 回の部に分けて様々  な自然探検を行う『ひがた探検隊』。 

      学校も学年もバラバラの子ども達  が回を重ねるごとに仲良くなり、
  チームワークが  芽生えてきます。

春夏秋冬と 4 回の部に分けて様々  な自然探検を行う『ひがた探検隊』。 
      学校も学年もバラバラの子ども達  が回を重ねるごとに仲良くなり、

  チームワークが  芽生えてきます。

春の部〈干潟体験〉

夏の部〈すだて漁〉

〈源泉さがし〉秋の部

〈海苔すき〉冬の部

春は千葉県木更津市から東京湾に広がる
東京湾最大の干潟のひとつ、「盤洲干潟」
( ばんずひがた ) の探検です。

秋は海と川の源となる「源泉さがし」です。
コスモスが咲き乱れるコスモスロードを歩き
いっせんぼくの湧き水へ向かいます。

秋は海と川の源となる「源泉さがし」です。
コスモスが咲き乱れるコスモスロードを歩き
いっせんぼくの湧き水へ向かいます。

夏は「すだて漁」の体験です。潮の満ち引きを利用
して仕掛けの中に追い込んだ魚たちを手と網で
捕まえます。砂アートにも挑戦します！

冬は「海苔すき」体験です。生海苔を四角い枠に流
し込み海苔を板状にして、天日干しして乾燥したら
出来あがりです。自作の海苔を食べられます。
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後期研修会

平成30年9月8日(土)麹町中学校にて、中央区・港区の青少年委員を交え、中央ブロック研修会を行いまし
た。今回は東邦音楽大学卒業後、音楽療法士として活躍されているお二人の先生方に講演して頂き、たくさ
んの楽器を自由に演奏したり、懐かしい曲に合わせダンスをしたり…音楽と関わることにより、リラックス
効果やコミュニケーションを引き出す効果をもたらし、これからの私達の活動に役立つ体験をしました。

平成30年10月28日(日) 第10回ポニー乗馬会をお茶の水小学校にて開催しました。
天気も良く暖かな日で、300人以上来場した子どもたちも喜んでくれました。
校庭では、ポニー乗馬、ポニー馬車、動物ふれあいの各コーナー、校内では読み聞かせ、
音楽で遊ぼうを実施しました。

音楽療法士
高畑敦子先生

音楽療法士
飯島千佳先生

その人に合った
プログラムで行います
その人に合った
プログラムで行います

音楽の持つ力が人々の
心を癒すんですよ

中央ブロック研修会ポニー乗馬会

音楽療法は、生きづらさを感じ、支援のニーズがある人に対して、音楽を使って支援する事です。
＜音楽療法の対象者＞　発達障がい領域・精神科領域・心療内科領域・高齢者領域…etc.
＜音楽療法の目的＞　　心身障害の回復や健康上の問題改善の働き、リハビリ・教育・生活の質の向上…etc.
＜音楽療法の内容＞　　音楽聴取・楽器活動・歌唱活動・身体活動…etc.
＜音楽の力＞　　　　　自律神経を活発化・身体的運動を誘発・感情、情動に刺激を与える・感情の表現手段
　　　　　　　　　　　過去の出来事と結びつき、認知的プロセスを刺激する・審美的な楽しみと娯楽を
　　　　　　　　　　　もたらす社会的なスキルを維持、向上させる・発達につまづきや偏りのある子ども
　　　　　　　　　　　のコミュニケーションの手段。

■音楽療法について

遠藤まめた氏
LGBTの子ども・若者支援「にじーず」代表

性的マイノリティに関わる本の著者
「オレは絶対にワタシじゃない」など
写真：MIWﾏｽｺｯﾄみゅうじろうと共に

平成３１年１月２６日（土）千代田区男女共同参画センターMIWにて、遠藤まめた氏
の「性的マイノリティー」をテーマにした講演に、後期の研修として参加しました。
ＬＧＢＴという言葉は近年よく聞きますが、その内容についてはよくわからない事が
多いかと思います。現在小・中学校でも自分の性について違和感をもち悩む子ども
がいること、その子どもに対してことばや態度による傷つきを防ぐこと、親・学校に
理解してもらうために私達大人がどう向き合っていくのが良いのかを実体験を交え
て色々お話を伺いました。

管外研修

読み聞かせと
音楽で遊ぼう
コーナー

小動物ふれあいコーナー

ポニー乗馬コーナー

ポニー馬車コーナー
（ミニチュアホースあおちゃん）

協力：公益財団法人ハーモニィセンター
協賛：株式会社ブーフーウー

平成３０年６月２３日～２４日、メレーズ軽井沢にて管外研修を行いました。
子どもたちに出会いと体験と感動をテーマに、佐藤友信氏に講演していただきました。
教師在任中、子ども達と学んだ事や体験した事などを、DVDの映像を観ながら楽しく
お話していただきました。ただ教科書だけで勉強をさせるのではなく、子どもたちが見
て・聞いて・触れて、その中で、自分達が感じるものを言葉にする事の大切さを学びました。

千代田区教育委員会事務局
子ども部指導課長　佐藤友信氏

■平成30年青少年委員の研修・定例会
管外研修 ： ６月２３日(土) ～２４日(日) メレーズ軽井沢にて　　テーマ「子どもたちに、出会いと体験と感動を！」

中央ブロック定例会 ： ６月２６日(火) 港区役所にて

中央ブロック研修会 ： ９月８日(土) 麹町中学校にて　　テーマ「音楽療法について」

中央ブロック定例会 ： １１月２１日(水) 中央区役所にて

後期研修会 ： １月２６日(土) 千代田区男女共同参画センターMIWにて　　テーマ「性的マイノリティについて」
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