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　平成２３年３月７日（月）１３時３０分から「平成２２年度 心の東京革命推進

モデル事例発表」が都民ホールに於いて行われました。“夢の島中学生体験

プログラム”が４件の内の１件としてノミネートされ、大変名誉な事でした。

　４件とも江東区、大田区、調布市、狛江市の地域に根差し頑張っているな

と思いましたが、江東区以外は小学生が対象で、挨拶運動、ナイトウオーク、

小学校へのお泊まり会などでした。我が江東区は一番地域に密着している

中学生が対象であったことがとても良かったと自負しています。

東日本大震災により被災された皆様に

心よりお見舞い申し上げます。

　　　　　　　　江東区青少年委員一同

日本赤十字社をとおして、義援金の送金を

いたしました。被災地の一刻も早い復興

をお祈り申し上げます。

　東日本大震災による未曾有の大災害

が発生し、日本の経済も社会も大混乱

している中、ささやかではあります

が、今後続けていく価値のある事業

だと確信しました。都民ホールは４００

名の入場者で一杯でした。

　２３年度も計画を実施いたします。

皆様のご理解とご協力をいただき、次

に繋がる事業に育てて行きたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。

震災時に役立つ仮想体験も－「夢の島中学生体験プログラム」

江東区青少年委員会 少年団体育成部

部長　玉木 恭介
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夢の島中学生体験プログラム … 江東区

地域ふれあい広場 … 狛江市 笑顔が育む子どもの安全 … 大田区

朝日に向かってチャレンジ20km … 調布市
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懇談会区長と
の懇談会区長と
の懇談会

今回の東日本大震災では約１８０

名の地元消防団の方がお亡く

なりになられました。自分も

城東消防団員として活動して

おりますが「いざというとき」

自分はどこまで地域の方々の

お役にたてるのか？ 考えさせ

られました。　　　（K・K )

編集後記

地区会

 探検!!
第３回 深川北部地区
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　平成２３年２月１０日（木）、山﨑孝明

江東区長をお招きし、青少年委員と意見

交換会を行いました。

　昨年度より区長直轄となり昨年に引き

続き行われた会では、各部長・地区長

からそれぞれ力を入れてきた活動内容

の説明をしました。

　深川北部は、小名木川を挟んで狭いエリアに７校がひしめいています。 

　学校も何かにつけて、対抗戦を行ったり、学校レベルでは結構こども同士

の競争でフットサル大会や水泳記録会などお互いに切磋琢磨しています。 

　青少年委員も個性豊かな、お互い率直な意見で、地区対委員長、シャッフル

ボード、ナイトウォーク、ママさんバレー、ジャズバンド、和太鼓などそれぞれ

で活躍しています。

　定例会後、地区会を開いています。

　各委員は各地区対（小松川・白河地区）と別れており、江少連も北部・南部

連合と活動体制に違い

があるので、様々な予

定・行事・活動に対し、

活発な意見交換し、熱い

議論をぶつけ合ってい

ます。

　これからもますます、

それぞれが“思いやり

の精神”を持って、この

一年も活動していきた

いと思っています。
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　小学生・中学生ほか、幅広くこども

たちに関わり、今後も自由な発想で活動

し、青少年の健全育成に携わってほしい

と山﨑区長より話をいただき、行政と

青少年委員会の連携・関わり方など活発

な意見交換ができました。

なにもわからずに引き受けた

青少年委員ですが、２年目の

今年は、もう少し自主的な活動

ができればと思っています。

　　　　　　　　　（Ａ・Ｏ)
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　平成２３年２月１９日（土）、第三砂町中学校体育館において区内

２２校の生徒会代表者４８名による中学校生徒会長交流会が行われ

ました。

　第１部はグループに分かれ、「各校の情報交流（生徒会のＰＲと

活動上の課題）」について意見交換などを行い各グループごとに発表。

引き続き第２部では、まず、日赤東京支社より「災害時の支援活動」

について阪神大震災時の活動ＤＶＤを鑑賞し、小冊子を使いながら

説明を受けました。

　続いて、“ブレスト”では「いざというとき、あなたは何ができます

か？」をテーマに、

・災害時に何ができるのか

・（夢の島中学生体験プログラムが）どのような研修会なら参加し

　たくなるか

について、第１部同様４グループに分かれて、アイデアを出し合い

ました。

平成２２年度

江東区立中学校第５回生徒会長交流会

校校 生生 徒徒

　最初はなかなかアイデアが出ませんでしたが、青少年委員が

少し手助けをすることで、次々と具体的な意見が出始め、テーブル

の上にはたくさんのメモが張り出されました。

　それらのアイデアをそれぞれがまとめあげて、グループごと

に発表しました。　

　中学生のみならず、参加した引率の先生はじめ、青少年委員も

多くのことを改めて考えさせられるテーマでした。

Ａグループ … あっ！！ 地震。あなたならどうする？
　　　　　　 わたしなら、こうする。

中中 学学 交交 流流会会 会会

ブレスト  … ブレインストーミングの略。

米国で開発された集団的思考の技術。自由な

雰囲気で、他を批判せずにアイデアを出し合い、

最終的に一定の課題によりよい解決を得よう

とする方法。

Ｂグループ … 元気があれば、何でもできる！

Ｃグループ … これってアリですか！？
　　　　　　 ～ これが現実災害時 ～　～ 夢の研修会 ～

Ｄグループ … 地震が起きたら
　　　　　　 おきる前

「ブレスト」ってなーに？

長長
“ブ
レス
ト”
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「江東区青少年委員の皆様へ」

青少年課長 

猪 田 正 行

　進藤会長をはじめ、青少年委員の皆様には、日頃より、青少年

の健全育成活動に精力的にご尽力いただいており、心よりお礼

申し上げます。

　今般の東日本大震災、原発問題では、皆様にも少なからぬ影響

が生じているものと思われます。現在、日本は大きな困難に直面

しております。そのような中にあっても、皆様が献身的な活動

をされており、感謝の念が絶えません。

　皆様は、学校評議員、各種学校行事への参加、ウィークエンド

スクール・合宿通学等への協力、青少年対策地区委員としての

活動、他団体との連絡・提携など、さまざまな活動を粘り強く

されております。

　今後とも青少年委員の皆様が、学校・家庭・地域との架け橋

となり、青少年の健全育成に努め、地域のコーディネーターと

しての役割を担っていただけますようお願い申し上げます。

◇ 就任のごあいさつ◇ 青少年センター職員紹介

（青少年委員担当）

山 内 弘 一

青少年センター勤務5年目、青少年委員担当

も５年目となります。今年度は城東ブロック

当番区でなにかと忙しい年になりそうです。

これからもよろしくお願いします。

長 島 育 子

今年度江東区役所へ入庁し、初めての職場で

青少年委員を担当させていただくことになり

ました。わからないことばかりですが、毎回

皆様にお会いする度に少しずつ成長できるよう

に、学ぶ姿勢を大事にしていきたいと思って

います。どうぞよろしくお願いいたします。

高 畑 要

青少年委員担当として4年目を迎えました。

青少年委員の皆様の活動に少しでもお役に立つ

ことができるように今年度も頑張りたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

（写真右から）

　平成２３年度 東京都城東ブロック青少年委員連絡協議会

総会・第１回代表者会議が、参加総数４５名（墨田区８名、�飾

区８名、江戸川区８名、江東区２１名）のもと、５月２８日（土）

区役所第７１・７２会議室において行われました。

　総会では２２年度の事業報告と決算報告、２３年度の事業計画

と会計予算、新役員１１名が承認され連絡協議会会長となった

進藤会長のもと、２３年度がスタートしました。つづいての代表

者会議では、鈴木委員による２３年度研修大会開催要項が発表

されました。各区それぞれも２３年度の活動計画等

が発表され、情報交換が行われました。

　会議終了後ホテルルートイン東京に場所を移して

和やかに懇親会が開かれました。それぞれの区の

自慢話（？）あり、パフォーマンスありと楽しく有

意義な時間を過ごしました。

　さて、今年度幹事区として江東区が掲げた城東ブロック研修

大会のテーマは「歴史を通してこどもたちの未来を考える」です。

施設見学やリバーツアーでの区内見学、講師を招いての講演会

『お江戸に学ぶ子育て術 ～地域における人の関わり、結びつき』

などを企画しています。９月２４日（土）の研修大会に向けて、

江東区青少年委員全員が力を合わせて準備を進めていきます。

　　　　　城東ブロック青少年委員

連絡協議会総会・第１回代表者会議

平成２３年度


