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主催：江東区青少年委員会

後援：都立夢の島公園・東京都夢の島熱帯植物館

　平成２２年１０月２３・２４日（土・日）の２日間、都立

夢の島公園において、昨年に引き続き江東区青少年

委員会主催で「夢の島中学生体験プログラム」を開催

しました。

　江東区在住の中学生と青少年委員 計４３名が参加

しました。

　各地区から青少年委員の引率で会場に集合し、まず

は救命技能講習の講義と「ＡＥＤ」を使った実習を

受け、昼食は備蓄食料のかやくご飯を自分たちで作り

「意外と美味しい」と評判でした。

　午後より、地震体験車では震度７を経験し、湾岸署

の警察官から護身術を教わりました。

　宿泊体験のテント設置を全員で行い、日本赤十字 佐久間俊雄氏の講演を聞き、災害出動体験のＤＶＤを鑑賞、阪神

大震災の被災者語り部山崎主知子さんからは実際に経験された生々しい話、災害時・緊急時に何ができるか、できない

かなどの中身の濃い話、様々な体験談を聞きました。

　各グループに分かれ夕食後、なかなか見られない「夜の夢の島熱帯植物館ナイトツアー」でツアーガイドの説明を

聞きながら南国の珍しい植物を観察しました。

　初の試みのテントで宿泊する体験は、貴重な体験になったようです。

　２日目、公園清掃作業、朝食そして今回の意見交換をしました。

　初めて体験する生徒がほとんどでしたが、徐々に緊張感が生まれ、

行動するようになり、みんなで協力していました。

　この経験が危機管理の意識を高め、いざという時に行動できるのでは

ないかと感じた２日間でした。

～ 貴重な体験に中学生が参加 ～

第２回 夢の島中学生体験プログラム開催

「夢の島中学生体験プログラム」が

平成２２年度 心の東京革命推進モデル

として選出されました。

平成２３年３月７日（月）東京都庁 都民

ホールにて、事例発表会が行われました。

◆お知らせ◆
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知ってほしい　感じてほしい

都立高校って、どんなところ？

　平成２２年８月２８日（土）都立東高等学校において、第４回江東

区内都立高校紹介が開かれました。

　小・中学生や保護者を対象に、江東区内にある深川・城東・東・江東

商業・第三商業・墨田工業・科学技術・大江戸の計８校の都立高校に

実際に通っている在校生から各校の特色ある教育活動を紹介して

もらいました。

　暑い中、会場が３カ所ということもあり、高校生達も汗を拭きながら

ひとつ会場が終了したらすぐに次の会場へと忙しく移動をしてくれ

ました。

　そんな中でも、一番関心のある制服の紹介から、各学校での行事活動

や進路実績など分かりやすく紹介してくれました。

　また同じく朝から暑い中、長い行列を作って待ちながら参加して

くれた４５０人の小・中学生、保護者の皆さんも、行きたい学校を選択

したいという思いをもって真剣に発表者の話しに耳を傾けていました。

　終了後には多くの方々よりアンケートをいただきました。企画に

ついての感想や要望などの意見は、今後の参考にさせていただき、より

良い企画にしていきたいと思います。

　青少年委員も、８校の都立高校の独自のパンフレットを参加者全員

に配布したり会場案内など、爽やかな汗を流すことができました。

第４回 江東区内 都立高校紹介

　平成２２年１２月１１日（土）生涯学習施設見学会が

行われ、東京臨海広域防災公園・そなエリア東京（江東

区有明）と、江東区深川江戸資料館（江東区白河）を

体験・見学しました。

　そなエリア東京は、首都圏で大規模災害が発生した

時に『災害現地対策本部』が設置される首都圏の防災の

拠点です。平時は防災体験学習施設として、大地震による大規模災害時の疑似体験が行えます。首都直下地震の発災

から避難までの一連の流れを疑似体験した委員たちは、あらためて防災の必要性を再認識しました。

　深川江戸資料館は、江戸時代末の深川佐賀町の町並みを実物大で

再現した深川の名所の一つです。深川の情緒とそこに生きる江戸

庶民の暮らしを体感できたひとときでした。

広報調査部のメンバーは、皆

個性豊かで、編集会議より世間

話しで盛り上がります。

　　　　　　　　　（Ｎ・Ｋ)

多くの行事に参加し、青少年

委員会の活躍をこれからもア

ピールする紙面作りにしてい

きたいと思います。

　　　　　　　　　（Ｉ・Ｉ)

編集後記

あまり良くなかった ･･･１％

つまらなかった･･･０％

無回答 ･･･３％

ふつう･･･１１％

とても
良かった･･･４２％

良かった ･･･４３％

ふつう･･･１１％

良かった ･･･４３％

とても
良かった･･･４２％

（「本日の企画はいかがでしたか？」についての回答）

！ ！

生涯学習施設見学会

そなエリア東京にて

　　　　　疑似体験
そなエリア東京にて

　　　　　疑似体験
そなエリア東京にて

　　　　　疑似体験
あなたは４８時間生き残れますか？
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地域活動指導者研修会開催地域活動指導者研修会開催

みんなで
知ろう育成活動みんなで
知ろう育成活動みんなで
知ろう育成活動みんなで
知ろう育成活動

地域活動指導者研修会開催
江東区各地区の

様々な育成活動事例を
聞いて皆様の活動に

役立てましょう

　平成２３年１月２２日（土）第五砂町小学校

にて青少年委員会・指導者養成部主催の「地域

活動指導者研修会」を行いました。

　例年はレクリエーションやゲーム、工作指導

などを行っておりました。

　今年は各地域で実際に行っている活動を、

青少年委員をはじめ育成者が発表し、ＰＴＡ

関係、子ども会関係の皆様に参加して頂き

ました。

　発表は深川北部、亀戸、砂町、大島、深川

南部の５地区。

　今回の研修会は初の試みでありましたが、

１０３名の参加者に、行っている活動を知って

頂くと共に、青少年委員の活動を感じて頂く

良い機会となりました。

　実際に会場での交流が少なかった事など、

今回の反省点を踏まえ次回につなげていき

たいと思います。 参加して頂いた皆様、ご

協力を頂いた皆様に感謝いたします。

大島地区 … 歩け歩け大会・スケート大会

発表者 … 柚留木成人　大島地区子ども会連合会会長

歩け歩け大会は20㎞の道のりを5時間程度かけ完歩します。参加

者は小学生ですが、低学年の参加者については保護者も一緒に参加
します。スケート大会は江戸川のスケート場まで遠征し、普段体験
の出来ないスポーツを体験する機会になり、地域の恒例行事となって
います。

深川北部地区 … 東京ナイトウォーク

発表者 … 釼先委員

東京の夜を中学生たちが一睡もせず完歩します。小松橋地区対の
行事として３年目を迎えリピーターも多く参加しています。目的、
地域のバックアップや、運営方法を中心に発表しました。

亀戸地区 … 区民まつり・亀子連活動

発表者 … 齊藤委員

亀子連で行われている区民まつりの様子を話しました。
まつりで行われているゲームや飲食出店を中心に子どもたちとの
直接触れ合う機会を、写真を交えて紹介しました。

砂町地区 … 三砂小ウィークエンドスクール

発表者 … 石井良雄ウィークエンドスクール運営委員長

江東区の小学校で近年定着してきたウィークエンドスクールの運営
方法、組織構成、活動内容、活動方針を中心に報告しました。
和太鼓、囲碁、将棋、スポーツチャンバラ、フラダンスなどの教室を、
時期を替えて開催しています。

深川南部地区 … 少年キャンプ

発表者 … 川村委員

江東区夏の少年キャンプに参加し、一人の大人として子どもと触れ
合うきっかけを、写真を交え紹介しました。できることから、一歩
踏み出す重要性を、また自分も一緒に楽しむ事を、そして子どもたち、
ジュニアリーダーたちとの対話を紹介しました。

宿　泊
研修会 つくば宇宙センターつくば宇宙センターつくば宇宙センター

　平成２３年２月５・６日（土・日）、北関東

方面へ宿泊研修に行きました。

　一路、研修部長村上委員が勤務する筑波宇宙センター「ＪＡＸＡ」へ向い、衛星打ち上げ時の大音響体験、１９７０年代

から始まった国産の気象・通信・放送衛星の打ち上げ、日本実験棟『きぼう』、補給機『ＨＴＶ』、月周回衛星『かぐや』、

小惑星探査機『はやぶさ』へと続く壮大な宇宙での活躍を見聞きしました。

　それから、２４時間通信し続けている場所もご厚意により見学させて

いただきました。

　バス移動の間には、『はやぶさ』が小惑星『いとかわ』から困難を乗り

越え日本に帰還した感動的なＤＶＤを鑑賞し、「袋田の滝」へ向かい

ました。

　全氷ではありませんでしたが、四段の雄大な滝、流れ落ちる音、景色

と大自然を満喫しました。

　翌日は、童謡「シャボン玉」を作詞した野口雨情記念館へ。ここには

多くの童謡だけでなく、地方の民謡も数多く残されています。

　その後、那珂湊漁港の魚センターを見学し、帰途につきました。
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　砂町地区は長谷川地区長を中心に１３名（内 校長１名）

で活動しています。

　今年度は１０名が新任委員のため、３名の先輩委員を中心

に、春には三者懇談会、夏には地区対のメンバーとして

子ども将棋大会の開催や環境浄化委員会のパトロール、

また連合町会主催の砂町花火大会の警備など、たくさん

の行事に参加しています。

　最初は名前も知らなかった者同志が、地区会を重ね、

色々な活動に参加することで結束も強くなり、良い関係

が築けていると思います。

　地区会の後の懇親会では、緊張感もほぐれ、本音で意見

交換が出来る素晴らしい地区だと思います。

　砂町地区はまだまだ発展途上ですが、メンバー一同協力

し頑張って活動していきたいと思います。

地区会

 探検!!
第２回 砂町地区

団結力のある

明るく楽しい砂町地区！

団結力のある

明るく楽しい砂町地区！

団結力のある

明るく楽しい砂町地区！

団結力のある

明るく楽しい砂町地区！

　平成２２年１０月１６・１７日（土・日）の両日、江東区民

まつりにおいて、もちつきコーナーを設けました。

　前日準備を含め、当日も青少年委員が一丸となり、多く

の区民の掛け声で、「よいしょ、よいしょ」と力強くもち

をつき、午前も午後もあっという間に配り終わりました。

　途中、相撲部屋の力士も参加し、とても盛り上がり

ました。多くの方から、「毎年楽しみにしているよ」と

いう声を聞き、大きな励みになりました。

　今年も青少年委員会の活動をパネルにし、展示しま

した。

　平成２３年１月１０日（月）成人の日、ティアラ

こうとう大ホールにて江東区成人式が行われました。

冷たい風が吹き非常に寒い中、区内で成人を迎えた

３，４９３人のうち２，３７１人（男性１，２０５人・女性１，１６６人)

祝 成人！！
が参加しました。

　オープニングに迫力の呼魂（こだま）太鼓で新成人を祝福。心に熱く

響く演奏で喜びもまた、ひとしおの様子でした。

　この熱い心のままに式典が始まり、祝福の挨拶の言葉ひとつひとつ

に喜びとこれからの強い意識、責任感なども受け止めていたようで

した。青少年委員はそれぞれ会場内外での催事コーナーでのお手伝い。

感謝の手紙・フォトプリ・恒例の金屏風前での記念撮影に加え、今年

は初めて外で人力車に乗っての撮影もあり、新成人は最高の笑顔で

撮影をしていました。

　また、区内の美容師の皆さんと一緒に

着付け直しのお手伝いもしました。寒い

会場外での警備、駐車場案内などにも

協力をしました。

　記念品は昨年も大好評だったコーヒー

のタンブラーでした。

　久々に会えた旧友との話も尽きないよ

うでしたが、みなそれぞれに穏やかな素敵

な笑顔に溢れた素晴らしい

成人式でした。

江東区民まつり　　　　　　大好評
もちつき実演コーナー

！！　　　　　　大好評
もちつき実演コーナー

！！　　　　　　大好評
もちつき実演コーナー

！！


