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令和２年度神奈川県青少年指導員表彰によせて

未曽有の今から希望のこれからに向けて

令和 3年 3月 （1）

　青少年指導員の皆様におかれましては、日々青少年の健全育成におきまして多大な

る御理解と御協力をいただきありがとうございます。

　また、青少年指導員表彰受賞者の皆様におかれましては、御受賞おめでとうござい

ます。神奈川県における青少年の健全育成に係る活動がここまで続いてきたのも、皆様お一人お一人のお

力あってのものであると考えております。

　青少年指導員の活動も 27 期となりましたが、昨年から猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症

により皆様の活動も非常に制限され、不安の中での開始となってしまいました。

　また、秋に予定されていた青少年指導員大会及び感謝状贈呈式におきましても今年度は中止となってし

まい、次年度の開催も不透明な中で、昨年度より御準備いただいていた横須賀三浦地域の実行委員会の皆

様におかれましては残念であり、御不安の中にいらっしゃるかと拝察いたします。

　そんな中、感染対策をしっかりした上での活動事例や、行政も青少年と協力しての動画撮影など今何が

できるかを模索しています。大変な渦中ではありますが、何ができるか、ということを考えていければと

思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

　このたびは、神奈川県青少年指導員表彰を受賞された皆様に心からお祝い申し上

げます。

また、長年、青少年の健全育成及び地域社会の発展に貢献してこられた青少年指導

員の皆様の御尽力に心から感謝いたします。

　近年、青少年を取り巻く社会環境が大きく変化しています。その中で、未来を担う青少年に寄り添い、

地域社会の中で健全に育むという地域コミュニティの重要な役割を担う皆様のお力は、ますます重要なも

のとなっております。

　県では、「ともに生きる社会」や「いのち輝く神奈川」の実現を目指し、地域の活性化のためさまざま

な施策を展開しています。今後とも、地域活動を支えていただくとともに、県の取組にもお力添えを賜る

よう、お願い申し上げます。

　また、新型コロナウイルス感染症との闘いが続く中、私たちの生活は一変し、思うような地域活動も難

しい現状かと思いますが、希望を持って、この難局を乗り越えていきましょう。

関係の皆様のますますの御健勝、御活躍を心からお祈り申し上げます。

　青少年指導員の皆様におかれましては、日頃より青少年の健全育成に向けた施策へ御協力

いただき、感謝申し上げます。今年度は青少年指導員大会、及び感謝状贈呈式は中止となっ

てしまいましたが、本機関紙を表彰者の皆様の特集号とするとともに、知事より感謝とお祝

いの言葉をよせさせていただきます。
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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。
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横浜市鶴見区  山内　秀行

　表彰ありがとうございます。20 年間気の合

う仲間と一緒に活動が出来てうれしく思います。

また令和２年度は、コロナの特別な年をすごし

ました。

横浜市鶴見区  今野　照己

　青少年指導員活動を通じて多くの仲間と知り

合え、また地域の方にお世話になって、自分も

成長したと思います。ありがとうございました。

感謝感謝。

横浜市中区  渡辺　弘司

　表彰ありがとうございます。多くの方々と知り

合い、協力を得ながら活動、経験できたことに

感謝いたします。

横浜市南区  増田　厚子

　青少年指導員の思い出は、毎年の行事が楽し

みの一つでした。残員の人たちは元気いっぱい

なので、続けて歩んでいってほしいです。

横浜市南区  安田　浩之

　「気が付けば廿年、されど幾星霜の感あり」

私に何ができたかは甚だ疑問ですが、愚直に務

めた証として謝意を込めて拝受致します。

横浜市港南区  佃　　光義

　20 年前の小学生は親になっている？自分は変

わっていないのに？子どもの成長を見守ること

ができるのが楽しみで元気のみなもとですね。

横浜市旭区  河原　　斎

　たくさんの子どもたちとさまざまな地域活動

に広く触れ合うことができ、楽しい毎日を送れ

ています。ありがとうございました。

横浜市旭区  内山　善彦

　青少年指導員表彰ありがとうございます。地

域、学校や子どもたちと触れ合い楽しく活動で

きた事を感謝します。

横浜市磯子区  小柳　治朗

　青少年指導員を拝命して早いもので 20 年。

楽しい仲間にも恵まれおもしろおかしく過ごさ

せていただき只々感謝！今後とも頑張ります。

横浜市港南区  堀越　厚男

　多くの青少年指導員仲間や地域の方々に支え

られ気がつけば 20 年。子どもたちの笑顔と元

気をもらいながら活動していきたいと思います。

感謝！

横浜市神奈川区  八代　敏郎

　青少年指導員の活動として地域での行事に参

加しました。子どもたちの元気な受け答えがな

によりです。私の方が成長させてもらいました。

横浜市神奈川区  松浪　和子

　表彰ありがとうございます。地域の人や仲間

に支えられて、長年楽しく活動ができたことに

感謝申し上げます。

横浜市中区  内田三惠子

　青少年に指導する側の大人はどうあるべきか

を考えさせられた活動で、研修のたびに感銘を

受けていました。大変感謝しております。

青少年の健全育成にご尽力いただき、ありがとうございます。青少年の健全育成にご尽力いただき、ありがとうございます。

感謝状を贈られた青少年指導員の皆様感謝状を贈られた青少年指導員の皆様

横浜市西区  金田　恵子

　表彰ありがとうございます。青少年指導員の

活動をとおして、地域の方々や子どもたちと楽

しい時間を過ごすことができました。

横浜地域

横浜市中区  宇田　俊一

　表彰ありがとうございます。子どもたちの笑

顔から元気をもらいました。青少年指導員の仲

間と地域の方々と活動できた事を感謝いたしま

す。

横浜市中区  飯塚　峰正

　青少年指導員の方々に支えられ 20 年活動す

ることができました。コロナ禍でも子どもたち

が活動できる場を考えなくてはいけないと思い

ます。
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横浜市戸塚区  清水　真理子

　青少年指導員表彰ありがとうございます。今

年はコロナ禍で活動が大幅に制限されましたが、

励まし合える仲間が私の財産と悟りました。

横浜市港北区  木曽　孝宣

　青少年指導員 20 年、いろいろな経験をさせ

ていただきました。良き仲間に支えられ活動で

きた事に感謝いたします。初心に帰り努力してま

いります。ありがとうございました。合掌。

表彰受賞者コメント

横浜市金沢区  小林　淑高

　私が青少年指導員になった年に生まれた子ど

もたちが今年成人式、あっという間の 20 年で

した。子どもたちの笑顔を見ながら地域の方々

と活動できたことに感謝しています。

横浜市戸塚区  清水　三郎

　表彰ありがとうございます。青少年指導員を

通して、様々な地域の人や子供達と交流が出来

て感謝します。

横浜市港北区  萩間　光明

　あっという間の 20 年でした。年間行事の多

い綱島でいろいろなことや様々な人との出会い

に楽しい日々を過ごせました。ありがとうござい

ます。

横浜市栄区  斉藤　和則

　表彰ありがとうございます。青少年指導員活

動をとおして地域の方々と活動ができたことに

感謝します。指導した後輩たちが長く活動を続

けてほしいです。

横浜市栄区  橋本　哲芳

　表彰ありがとうございます。できる時にでき

ることを楽しくやる！をモットーに活動を続け早

や 20 年。仲間と家族に感謝しています。

横浜市泉区  児玉　俊次

　表彰ありがとうございます。地域の子どもた

ちの見守り、イベントの開催等、活動してきまし

た。明るい未来を信じて頑張ります。

横浜市泉区  平本　桂子

　楽しく活動できたのも子どもたちの笑顔と仲

間達のおかげだと思います。これからもできる

かぎり頑張ります。

横浜市栄区  草彅　義勅

　多くの仲間、地域の方々と楽しく活動をさせ

ていただいております。表彰ありがとうございま

す。

横浜市青葉区  浅川　隆雄

　子どもたちの笑顔に元気をもらいました。多

くの方々と出会い感謝しております。

横浜市都筑区  宇都　清貴

　子どもたちの笑顔と素晴らしい仲間に恵まれ、

青少年指導員の活動を楽しめていることに感謝

です。コロナ禍でも対応可能な活動もしていき

たいです。

横浜市戸塚区  中尾　　篤

　青少年指導員を引き受け、子どもたちと関わ

り、私自身も元気をもらってきました。今後も

子どもたちに笑顔と元気を届け続けたいと思い

ます。

横浜市青葉区  森田　賢治

　表彰ありがとうございます。活動を通じて地

域の方とも知りあうことができ、自分にとっての

大きな財産となりました。感謝です。

横浜市都筑区  飯田　春雄

　青少年指導員仲間、地域の方々に助けられ活

動ができました。これからも子どもたちの成長

を見守っていきます。

横浜市戸塚区  新倉　　卓

　係わってきた子どもたちが、後年青少年指導

員や地域の活動に興味を持ち、行動してくれる

ようになれば嬉しく思います。

横浜市戸塚区  土田　昭美

　表彰ありがとうございます。子どもたちの笑

顔に元気をもらい、地域の方々及び仲間たちに

感謝です。

横浜市戸塚区  工藤　靖夫

　表彰ありがとうございます。これからも子ど

もたちの目線に立って楽しく活動していきます。
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表彰受賞者コメント

横浜市泉区  濱口　令子

　気がつけば 20 年になっていました。仲間に

支えられここまで来たと思います。皆様に感謝

いたします。ありがとうございました。

川崎市麻生区  石政由美子

長期にわたり様々な活動、指導に関わり続け、

貴重な体験をさせていただき、自身が成長でき

た事、いろいろと協力してくださった方々に感謝

いたします。

横浜市泉区  山下　昌永

　これからの地域社会の担い手となる子どもた

ちとたくさんの関わりを持てたことは大きな喜

びとなりました。お世話になりました。

相模原市南区  加藤美夜子

　表彰ありがとうございます。青少年指導員の

仲間、子どもたち、地域の方々と出会い、多く

のことを学ばせていただき、心より感謝いたし

ます。

相模原市南区  奥野　　智

　元気な子どもたちの笑顔は頑張れる特効薬。

青少年指導員の仲間や家族の協力には心から感

謝です。楽しく共に過ごした時間は私の一生の

宝物です。

横須賀市  市川　　仁

　表彰ありがとうございます。2020 年未だコロ

ナ禍にありますが、今後とも童心を忘れず子ど

もと対峙していきたいと思います。

鎌倉市   蔀　　正子

　多くの人々 と知り合う事ができ、貴重な体験も

する事ができました。家族の協力にも感謝して

います。ありがとうございました。

三浦市   加藤　孝次

　青少年指導員活動をとおして多くの方々と交

流ができ貴重な体験をさせていただきました。

また、仲間の協力もあり、長く活動ができ大変

感謝しています。

横須賀市  小幡　玲子

　地域の仲間の協力のおかげで表彰された事に

感謝し、これからも未来に輝く子どものために

たくさんの笑顔を活動の目標として頑張ります。

相模原市南区  山口　　隆

　青少年指導員活動を通じ多くの素晴らしい仲

間、子どもたちの成長を共に過ごす機会ができ

大変感謝しております。

川崎市中原区  田中　礼子

　表彰ありがとうございます。一緒に活動する

仲間が支えてくれたので長きに渡り続けること

ができました。皆様に感謝です！

川崎市宮前区  大浪　伸一

　表彰ありがとうございます。青少年指導員の

活動で出会えた多くの方々と楽しい活動が出来

た事に感謝し、早く元の活動が出来ることを祈

ります。

川崎市多摩区  石井　一義

　多くの仲間や地域の方々に御支援いただき、

楽しく青少年指導員の活動をすることができま

した。皆様に感謝いたします。

横浜市瀬谷区  小林　　靖

　青少年指導員活動を通じたくさんの仲間と知

り合うことができました。活動すべてが楽しく、

かけがえのない経験とあらためて青少年指導員

に感謝しています。

川崎市川崎区  新井　一成

　青少年指導員活動を通じ多くの方々と交流が

できたことを感謝し、今後も子どもたちの未来

のため、健全育成活動に取り組んでいきます。

川崎市幸区  岩瀬　　宏

　地域の指導員の方たちとともに、行事の運営

や夜間パトロールをとおして、これからの未来

を担う子どもたちに関わる喜びを感じています。

川崎市高津区  澁谷　隆弘

　青少年指導員の仲間との出会いは一生の宝物

です。これからも仲良く・楽しく・真剣にをモットー

に活動していきたいと思います。

川崎地域

相模原地域

横須賀三浦地域

横浜市瀬谷区  山内　祐子

　今年はコロナで何もできず、改めて青少年指

導員の行事の大切さを実感しました。体力気力

続く限り頑張ります。
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表彰受賞者コメント

厚木市   矢杉由美子

　青少年指導員の活動をとおして、貴重な経験

ができました。仲間と共に楽しく活動できたこ

とは、大変嬉しく感謝申し上げます。

伊勢原市  大類　俊治

表彰ありがとうございます。今後も地域の子

どもたちの笑顔を見ながら、青少年指導員活動

をしていきたいと思います。

大和市   黒田　則子

　子どもたちの笑顔に元気をもらい活動してき

ました。良き仲間に助けていただき気がつけば

14 年。感謝の思いで一杯です。

寒川町   内野　朋子

　青少年指導員活動をとおして、たくさんの出

会いと貴重な体験をさせていただき、ありがと

うございます。活動の再開を心待ちにしていま

す。

二宮町   西山　洋平

　表彰ありがとうございます。楽しみながら充

実した活動を共にできた仲間・子どもたちに感

謝です !。

小田原市  柏崎　誠一

　このたびの青少年指導員表彰ありがとうござ

います。青少年の育成活動に携わってきたこと

を評価していただきましたことに感謝申し上げ

ます。

開成町   田村　彰偉

　表彰ありがとうございます。これからも仲間

たちと一緒に楽しみながら、子どもたちのため

に活動していきたいと思います。

真鶴町   酒井　聡美

　表彰ありがとうございます。子どもたちと共

に多くのことを学ばせていただきました。お世

話になった方々に心から感謝いたします。

中井町   今永　好信

　青少年指導員の活動で多くの体験、感動を得

ることができ、感謝の思いでいっぱいです。コ

ロナ禍で大変ですが、活動がずっと続いていき

ますように。

大磯町   上野　広子

　素晴らしい仲間たちと貴重な体験をさせてい

ただき感謝！コロナ禍に負けず、子どもたちの「好

奇心と夢」を大切に活動していきたいです。

座間市   大矢　　弘

　表彰ありがとうございます。活動を通じて多く

の方と知り合い、微力ながら青少年指導の活動

に携われたことに感謝いたします。

平塚市   土屋　裕之

　地域の仲間に支えられ楽しく活動することが

できました。今後も子どもたちの笑顔をたくさ

ん作れる様、頑張っていきたいと思います。

茅ヶ崎市   小野　朋郁

　子どもたちの笑顔、家族や地域の方々、行政

の皆様、多くの仲間たちに支えられて続けてこ

られました。ありがとうございます。

秦野市   磯谷　　誠

　青少年指導員の活動を通じて、たくさんの子

どもたちとふれあい素晴らしい仲間と様々な場

面で喜びを共有できたことに感謝します。

海老名市   飯田　雄一郎

　多くの子ども達とふれあい、地域の方々と楽

しく活動させていただきました。青少年指導員

皆様とのご縁に、心より感謝申し上げます。

愛川町   石田　浩章

　表彰いただきありがとうございます。これを

励みに、これからの地域の子どもたちの健やか

な成長を見守っていきたいと思います。

清川村   柳　　貴久

　支えてくれた仲間と、教育委員会事務局の方々

のおかげでここまで続けることができました。

深く感謝いたします。

藤沢市   小川　さつき

表彰ありがとうございます。地域の方々、子

どもたち、青少年指導員の皆さんと楽しく活動

させていただけたことに感謝します。

表彰受賞者コメント

湘南地域

県西地域

敬称略／コメントの掲載に同意い
ただけた方のみ掲載しております

厚木市   中島　道夫

　" 指導員 "という言葉は非常におこがましく、

子どもたちとは共に楽しく遊んできました。そ

れで指導員を長く続けてこられました。

県央地域
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こんな時だからこそできる活動 

～親子ふれあいの広場～

　相模原市主催、相模原市青少年指導委員

連絡協議会も参加している「親子ふれあい

広場」は、「日常では味わえない、親子で楽

しむレクリエーションを提供する」をコンセ

プトに、動画と FM さがみの放送で活動内

容を提供しました。

　青少年指導員の皆さんも動画に出演され

ていて、親子ふれあいの広場での出店の様

子や、親子がお家で楽しめる工作の紹介、

また会長による青少年指導員活動の紹介な

どもありました。

　「こんな時期だからこそ」できる活動、み

なさんもぜひ御参考にしてみてください！

神奈川県立青少年センター指導者育成課

　2020 ～ 21 年にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、

思うように活動ができなかったことと思います。そのような中で、県

子ども会連絡協議会の若者たちが Facebook（県子レンジャーで検

索）で、手づくりおもちゃ、伝承遊び、キャンプ飯の紹介やハンドゲー

ムの動画を配信しています。

　また、当課では県ホームページのかなチャン TV で「誰でも手軽に

レクゲーム」（YouTube で検索）という動画を 4 本配信しました。

ステイホーム中、そして活動再開時に役に立つ非接触系のレクゲーム

をご紹介しています。活動の参考にしていただきたいと思います。

コロナ禍における活動についてコロナ禍における活動について

オンライン活用による活動の工夫オンライン活用による活動の工夫

県からのお知らせ県からのお知らせ

指導員の紹介・取材

希望の場合は県青少年課

（TEL045-210-3848）
までお問い合わせください

事務局が
行く

特別編

誰でも手軽にレクゲーム（グーパー）

キャンプ飯（アウトドアクッキング）

青少年指導員活動の紹介です

親子で楽しめる工作の紹介です

出前講座の御案内
　青少年課では、各条例、青少年のイ

ンターネット利用等社会環境の現状、及

び青少年施策について「出前講座」を

実施していますので、お役立てください。

青少年のＳＮＳトラブル防止動画
　青少年のＳＮＳトラブル防止動画を青少年

とともに作成し、公開しています。青少年が

スマホやＳＮＳをどのように利用したりして

いるのか、参考になりますのでご覧ください。

【対　　象】 県内の子ども・若者（おおむね 39 歳まで）及びそのご家族等周りの方

【相談時間】 水、金、土曜日 13 時 00 分～ 16 時 00 分　※年末年始除く

かながわ子ども・若者総合相談ＬＩＮＥ
子ども・若者が有する様々なお悩みに関する御相談を

「ＬＩＮＥ（ライン）」でお受けしています。お気軽に御相談ください。

青少年セ
ンター

からの
お知らせ
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◆川崎市
○あさおのこども達に「愛の一声」を

～青少年指導員を紹介します～（麻生区）

麻生区 YouTube チャンネル

指導員手作りの活動紹介動画を配信中で

す。ぜひ、御覧ください。

◆横須賀市
〇非行防止街頭キャンペーン

『青少年の非行・被害防止全国強調月間』

の７月に環境研究部会を中心に市内 4 地区

で、青少年の犯罪がない街づくりを目指し

て非行防止街頭キャンペーンを実施します。

かもめ通信かもめ通信
◆厚木市
○第 24 回少年少女フェスティバル

令和３年５月 16 日（日）

午前 11 時～午後12 時 30 分、

午後１時～午後２時 30 分（２部制）

ぼうさいの丘公園（多目的広場ほか）

各地区の青少年指導員がブースを出展し、子ども

たちがウォークラリーや遊び道具作りを体験しま

す。※事前申込制

◆海老名市
○第 36 回親子ナイトウォークラリー

令和３年７月３日（土）午後６時～（予定）

市役所発着とし、親子でチェックポイントをたど

りながら夕暮れの市内を歩きます。

※集合場所：海老名市役所南側駐車場

◆綾瀬市
○第 29 回綾瀬市ふれあい探検ウォークラリー大会

令和３年７月中旬もしくは８月上旬

午後５時スタート（予定）

綾瀬市役所南側広場発着４コース　

市内在住・在勤・在学の方を対象とし、クイズや

アトラクションに挑戦しながら市内を歩いていた

だきます。

提供元「相模原市青少年指導委員連絡協議会広報部」

　今回はコロナ禍の影響でいろんなイベントが中止や縮小となる中、

With コロナで生活や社会環境も一変しました。それらと向き合って

いく「つばさ」編集の新たな術として今回は 63、64 の合併号にして、

地域活動報告を掲載せず、今後コロナ禍における活動のヒントになる

ような事例を紹介して、各地域で取組みの活性化につながる記事を掲

載することにしました。左記、編集委員で 2 年間この新しい構成に携

わっていきますので宜しくお願い致します。

※「つばさ」は県のホームページからも

　  見ることができます。

◆藤沢市
○みらい子どもフェスタ in 少年の森

令和３年５月５日（水・祝）

午前 10 時から午後３時（予定）

藤沢市少年の森（藤沢市打戻 2345 番地）

青少年団体及び青少年育成団体が連携して

子どもが主役となるフェスティバルを企画、

実施することにより、子どもたちに体験の

機会を提供すると共に、青少年団体及び青

少年育成団体の連携や、市民へ各団体の活

動の周知を図る。

○青少年にとってのよい環境を考えるつどい

令和３年７月 15 日（木）

午後２時から４時（予定）

藤沢市民会館　大ホール

（藤沢市鵠沼東８番１号）

タイトル「性教育について」（仮）

講師：岩室　紳也　氏

目的：７月の「青少年の非行・被害防止全国

強調月間」事業の一環として、「青少年にとっ

てのよい環境を考えるつどい」講演会を実施

し、青少年がおかれている現状及びその背

景を認識し、青少年問題への市民の意識の

高揚を図る。

（令和３年４月～令和３年９月の予定）

※ 新型コロナウイルス感染症の影
響により内容等の変更や中止を
する場合がございます。

編編 集集 後後 記記 第 27 期　つばさ編集委員　岡田　幸次郎
（湘南地域 / 担当理事）

かんたんに作れる工作をご紹介ください。

問合せ：045-210-3848（県青少年課）

かんたん工作④

かんたんに作れる工作をご紹介ください。

問合せ：045-210-3848（県青少年課）

小川　江一（横浜地域）

渡辺　孝一（川崎地域）

齊藤　一城（相模原地域）

岡田幸次郎（湘南地域 / 担当理事）

向笠　伸一（県西地域）

機関紙「つばさ」第 27 期編集委員　５名（敬称略）


