
つ　 　 ば　 　 さ令和 3年 3月（ 2 ）

子どもたちの「 健全育成」
と「 安心安全」 に向けて

今私たちに出来ること

県協議会　 理事　 岡田　 幸次郎
　（ 湘南地域）

県協議会　 理事　 佐藤　 勝彦
（ 県西地域）

次年度に期待をよせて

県協議会　 副会長　 辺見　 伸一
（ 横浜地域）

　 この度、 神奈川県の副会長を拝命しました横浜市

青少年指導員連絡協議会の辺見と申します。 今年度

受賞さ れる皆様におかれまし ては誠におめでと う

ございます。 今後とも青少年の健全育成の為に御尽

力を賜り たく よろし く お願い申し 上げますと 共に

皆様の更なるご活躍を祈念します。

　 近年は青少年を取り 巻く 環境が大きく 変化し て

いますが、 新型コロナウイルスが蔓延し ている昨

今、 各地区におかれましては感染防止対策を施しな

がらの活動・ イベント 等で大変御苦労されていると

思われます。 感染が収束し 、 今まで以上の活動がで

きることを願っており ます。

平穏な日常へ、 希望をもって

県協議会　 理事　 岸　 真介
（ 川崎地域）

　 東京に隣接する７ 行政区 ( 川崎・ 幸・ 中原・ 高津・

宮前・ 多摩・ 麻生 ) で 500 人強の指導員が活動し

ています。 コロナ禍に翻弄された一年。 殆ど活動が

出来ない中で、 各区では小規模の巡回パト ロールや

リモート 吹奏楽コンサート 、 オンライン作品展等を

子どもたちの思いに寄り 添いながら実施し てきま

した。

　 今回、 指導員表彰を受賞された皆様おめでとう ご

ざいます。 益々の御活躍をお祈り いたします。

　 一日も早く 平穏な日常が戻ることを願いつつ。

　 湘南地域の代表として 27 期理事を務めてさ せて

いただいております二宮町の岡田です。

　 コ ロナ禍の影響で社会環境も 一変し 地域活動も

制限さ れイベント 開催も難し い中ではあり ますが、

湘南地域（ ５ 市３ 町） 事業への想いと し ては、 子

どもたちが日頃できない体験を通じ 新たな発見を

してもらう 場を提供し 、 その地域活動を通して大人

と子どもたちが、 お互い「 顔を知り 」「 顔が見える」

関係づく り に取組みたいと考えております。

　 今後と も 県と 連携を取り 地域の活性化に努めて

いきたいと 思いますので御協力を宜し く お願い致

します。

　 県西地域２ 市８ 町の代表として理事を務めます、 開成町の佐藤

です。 どう ぞよろしく お願い致します。

　 青少年指導員表彰受賞者の皆さ ん、 おめでとう ございます。 地

域の違いはありますが、 情報の共有を図り共に頑張りましょう 。

　 さ て、 今年度は世界的に大流行した新型コロナウイルス感染症

の影響で、 日常生活が大きく 制限さ れ、 地域活動、 学校行事、 そ

して青少年指導員の活動も中止や変更が余儀なく さ れています。

この状況の中で、 私たちは子どもたちの為に何が出来るのか考え

ていく 必要があると思います。

　 未だに感染終息が見えない中ですが、 感染防止対策を行いなが

ら出来ること を行政、 各地域の方々と 情報の共有を図りながら進

めて行きたいと思いますので、 よろしく お願い致します。

子どもたちの笑顔は未来への希望

県協議会　 副会長　 下山　 浩子
（ 横須賀三浦地域）

　 この度、 県の副会長となり ました横須賀・ 三浦地区の下山です。

宜し く お願いいたします。

　 新型コロナウイルス感染症の影響により 皆様の活動もなかなか

出来ずにいられること と 思います。 子どもたちの笑顔が早く 見ら

れることを願いながら、 何時でも活動できますよう に準備をし て

いきたいと思います。 子どもたちを取り 巻く 環境はさらに複雑に

なり つつあると 思いますが、 私たち神奈川県の 5 ,000 名あまり

の青少年指導員が子どもたちの挑戦や日々の活動を支援し 環境の

改善を視野に成長をしっかり 後押し できればと 思います。 最後に

なり ましたが、 この度受賞さ れた方々本当におめでと う ございま

す。 ますますの御活躍をお祈りしており ます。

笑顔いっぱいになれる日に期待して

県協議会　 理事　 萩原　 正恵
（ 県央地域）

　 県央地域から理事と なりました座間市の萩原です。 よろしく お

願いいたします。

　 新型コロナウイルス感染症の影響で神奈川県青少年指導員大会

も開催する事が出来ず、 開催地域である横須賀・ 三浦地域は準備

を重ねてきていた中での事、 無念だったと 察します。 受賞者のみ

なさ ま、 長年にわたり青少年の健全育成に取り組まれた御尽力に

心から感謝申し上げます。 おめでとう ございます。 県央地域も会

長の方々にもお会いする事なく 意見交換も出来ずにいる現在です。

楽しみにしておりました成人式も延期や中止と なり心が痛みます。

青少年指導員としての楽しみや喜びは子どもたちと のふれあいで

す。 コロナの収束を期待し笑顔いっぱいになれる日を願います。

　 座間市では、 縮小しながらも青少年芸術祭美術展を開催する方

向で準備しております。 どう か無事出来ますよう にと 祈る気持ち

です。 コロナ禍でも出来る活動は頑張っていきたいと思います。


