「 江東区青少年委員会会長に就任して 」
江東区青少年委員会 会 長

大 谷

平成３０年４月５日（木）江東区文化 センター
において、青少年委員委嘱式が 行われました。
新任、再任含め４６名が 山﨑区長より、ひとり
ひとり委嘱状をいただきました。
青少年委員として、気 持ちも新たに２年間の
活動を始 めました。

誠

平素より青少年委員会活動に格別のご支援 、
ご協力をたまわり誠にありがとうございます｡
この４月より引き 続き、平成３０・３１年度の
青少 年 委員会 会長を務めさせていただくこと
になりました 。微力ながら、関係機関の皆さま
のご指導ご協力をいただきながら職責を全うしてまいる所存であり
ますので、よろしくお願い申し上げます。
江東区青少年委員は、区内小学校区から推薦され、江東区より委嘱
された４６名の委員です。「次代を担う青少年の健全育成 」を活動の
目的としています。
各 委員が 学校・地域・団体 などで 活動するほかに青少 年委員会を
組織し、江東区より委託された江東区民まつり・成人式などのお手伝い
をしたり、また独自に企画した区内都立高等学校紹介・中学生体験プロ
グラムなどの事業も行っています。
ぜ ひとも こどもたちが 元気に活動する姿や、委員が一丸となって
活躍をしている所を見ていただきたいと思います。そして２年間 の
重点目標に沿って、家庭・学校・地域と連携して青少年の健全育成に
努めてまいりたいと思います。

１ ．家庭・学校・地域・行政・関係機関や団体との連携
２ ．こどもたちの社会参加活動の促進
３ ．こどもたちの安全確保への取り組み
４ ．ジュニアリーダーの育成 、ボランティア活動の充実
５ ．研修 、情報交換 、広報活動の充実

平成３０年５月２４日（木）江東区文化センターにおいて、東京都
城東ブロック青少年委員連絡協議会 平成３０年度 総会・第一回
代表者会議 が 参加者総数２７名（ 墨田区７名、江戸川区８名、江東
区１２名）で開催しました。今年度会長には 江東区大谷会長が 選出
されました。
９月２９日（土）に 開催する
研修大会 は「 パ ラリン ピック
を 応 援しよう！」を テ ーマ に
パラスポーツ選手による講演
ならび に体験学習を実施する
ことに決定しました。その他、
各区の活動報告など情報交換
を行い 、有意義な 時間を共有
しました。

だより」でした。写真と短い文章でわかりやすく活動内容を
的確に伝えることができるので 大変役に立ちました。
部 長 に 任 命され 、私に何が できるかを考えてみたとき、
やはり青少年委員会の活動をわかりやすく、なるべくたくさん
の人に伝えること、
「浅く広く」が 私にできることだと思い
ます。私を含めて１３人体制で今年度広報部がスタートしまし
た。みなさん素晴らしいキャリアの持ち主で 頼りがいのある
メンバーですので 楽しく活動 が できると思います。

今期（３０・３１年度 ）は１５名で 次の活動をして
まいります。新任委員の早期始動と円滑な参画を
目的とした新任委員研修会の実施、委員の見識を深め青少年
の健全育成に向けたタイムリーな研修会の開催、そして委員
の資質向上を目的とした見学会や研修会を企画し委員同士の
交流や親睦を図っていきます。
青少 年健全育成に向けた架け橋の一翼を担う者として、
充実した研修会を企画し今まで以上に委員会が向上し、楽し
く充実した 活動ができるよう務めていきます。
２年間よろしくお願いいたします。

こどもたちを取巻く環 境 は日々変化してきて
おり、自分自身で 考え行 動 する力が 求められて
おります。青少年育成部で実施する中学生体験プログラムや
中学校生徒会長交流会を通じて、こどもたちが自ら考え行動
できる機会を提 供し、こどもたちの成長を支 援できれ ばと
考えております。
２０２０年に開催される東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック競 技大会で 活躍できる場所を自ら考えること、行動
することは、またとない機会です。我々自身も一緒に考えて
行動 することで 東 京２０２０オリン ピック・パ ラリンピック
競 技大会を成功に導く一助になればと思っております。

昨年度は初めての広報部で、一部員として自由
に活動してきましたが、今年度は部長として責任
ある行動をとらなければならないので多少緊張気味にスター
トしました。
出身町会から青少年委員が 委嘱されたのは遥か昔、５０年
以上前の話で、私が 青少 年委員に選出されても、それこそ
「・・・な〜に？」の世界で自分の身分を説明するのに苦労を
しました 。しかし 、その時に役に立ったのが「青少 年委員

地区長を再度承ることになり、前回何も分からな
かった私を、先輩委員にあらゆる面から支えていただき、学ば
せていただいたことを活かせるのではと思っております。
委員の方との連携を密に、意思疎通ができる深川南部地区
を目指すとともに、青少年委員の原点は学校と地域との連携
というボランティアの 志 だと思います。皆さまのご協力の
もと、この心がけを忘れずに活動していきたいと思っており
ますので、よろしくお願いいたします。

今期 は４名の新任委員を迎えてリフレッシュ
した深川北部地区です。この地区の委員はＰＴＡ
会長の経験者が多く、今期の新任委員は、深川北部ＰＴＡ会長
会でポロシャツに北斗七星を付けて「七つ星 」として地域の
和を広 げていました。
私たち７名も、北極星の道しるべになる北斗七星のように、
こどもたちの道しるべになれるように活動してまいりたいと
思います。
今期の地区長として、新たな気持ちで頑張りたいと思って
おります。

私たち青少年委員会は、各小学校区から選出され
た委員と小・中校長会から選出された校長先生、そして担当
していただいている 行政の皆さまで 作り上げ 航行している
「 船」のようなものだと思っています。その船では各 個人が
それぞれの役 割をできる範囲でこなし、周りはそれを補い
助け合うことが大切だと思います。
地区長となった今期は、正確な情報を地区の委員に届け、
『会うことが楽しみ 』となるような委員会活動になるよう励ん
でいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今期 チーム大島地区のリーダーとなりました
本橋です。よろしくお願いいたします。
第一歩としまして、各人それぞれが 推薦された学校区を
中心に、町会・自治会などとのネットワークを強固にし、その
延長線上の地区対・子ども会など 地域の団体の一員として、
活動できればと思っております。
大島地区はニューフェイスも加わり、６名が 協調・協働し
て、地域の身近な存在として、その役割を果たしていきたい
と思います。また、青少年委員活動を通じて、世代を超えた
活力あるコミュニティの形 成の 一助となれ ばと思っており
ます。

砂 町地 区は１２校 のメン バ ーで 活動をしてい
ます。今年度は頼もしい先輩方６名が 退任され、
新たに各地域を十二分に知っている新人が加わり、新たなる
船出になりました。
学校・地域の各団体との交流を通じ、よりよい小学校・中
学校のコミュニティを作り、誰もが繋がりのある、明るく笑顔
の絶えない地域活動に貢献したいと思います。
３０・３１年度も引き続き砂町地区一丸となって頑張ります。
よろしくお願いいたします。

都立高校紹介実行委員は小・中校長会２名を含む
計１６名のメンバーで 構 成されています。ティアラこうとう
大ホールでの高校生たちの発表は、毎年好評をいただいて
おります。
「行ける高校ではなく、行きたい高校に！」を合言葉にご来場
いただく小中学生の進路選択のサポートができればと考えて
おります。皆さんと有意義 な 時間を共有できるよう、準備を
進めてまいります。どうぞご期待ください！

青少年委員会では区民まつりにおいて「なつかし
の縁日」と題して、射的、ポン菓子のコーナーを催しています。
射的の音、ポン菓子のできる時の音と香りが、大人には遠く
懐 かしきこども 時 代を思い 出させてくれます。こどもたち
は自分で当てた景品が取れるという超アナログ的な事象に、
ドキドキ 感が 新鮮なようです。
昨年は多くの人出を予想した日曜日に悪天候で中止になっ
てしまいましたが、今年はバージョンアップした景品で、老若
男女の区民の皆さんのご来場を青少年委員一同お待ちして
います。

新成人の皆さんが 最高の笑顔で成人式を迎え
ら れるように 毎 年 お手 伝いをしてまいりました
が、今期は成人式実行委員長を務めさせてい た だくことに
なりました。
一生に一度の晴れの日が 、ご友人やご 家 族とともに心に
残る成人式 になるように 、行政とともに我々青少 年 委員会
として皆で 精 一 杯 お手伝いをさせていただきます。どうか
新成人の皆さん ひとりひとりが 二度とないこの日を最高の
笑顔で過ごし、一生の思い出となりますように。

城東ブロックとは、江東区・墨田区・江戸川区の３区の青
少年委員会 で、こどもたちのためにより良い 活動が 出来る
よう、毎年お互いに情報交換をしながら活動しています。今
年は 江東区が当番区にあたり、実行委員長を務めさせていた
だくことになりました。
いよいよ２年後に迫った東京２０２０オリン ピック・パ ラ
リン ピック競技大会では 江東区で多くの競技が開催されま
す。今回はパラリンピックを盛り上げることをテーマにした
講演会や、参加者全員で パラリンピック競 技を体 験します。
競技の面白さに加え、パラリンピックの価値を理解し、こども
たちや地域の人々に広めたいと思います。

深川南地区・臨海地区、校長会選出東雲小学校長からなる深川
南部地区は青木地区長を中心に活動を開始しました。
６月７日（木）に第１回 地区会を開催し、毎 年１０月第３週 木 曜日（今年度、
１０月
１８日）に開催予定の三者懇談会について内容の検討 、今期の行事確認など新任
委員も活発に意見を出し合い、和気あいあいとした会 になりました。
今後も、地区・学校・ＰＴＡとの横のつながりを充実させ、各小学校選出の委員
として活動し、青少年の健全育成 のために協力していくことを 確認しました。

平成３０年５月１７日（木）江東区文化センターにおいて、
１回目の新任委員研修会が 行われました。
浅野研修部部長より青少年委員制度・組織・行事・活動や会計
システムについての説明と、役員の紹介がありました。新任委員
は 熱心に耳を傾けていました。
２回目は ６月２１日（木）江東区役所で 行わ れ 、田中広報部
部長作成の年間活動ＤＶＤを見ました。皆さんこれからの活動
が イメージ できたようでした。
３回目は７月２６日（木）江東区文化センターで、新任委員の
自己紹介が 行われました。３回とも定例会後の開催でしたが、
集 中力を切らさず 研修 を受けていました 。委員も 新任委員と
一緒に再確認をし、充実した新任委員研修会でした 。

平成３０年５月２６日（土）代々木にある国立オリン
ピック記念青少年総合センターで、東京都青少年委員
会連合会総会が開催され、江東区青少年委員会から６
名が参加し、大谷会長が連合会長に選出されました。
総会終了後の講 演会ではＮＰＯ法人 ユース・ガー
ディアン代表理事 阿部 泰尚（あべ ひろたか）氏による
「いじめと探偵」５０００件の相談からみるいじめの実態
〜 今、おとなに伝えたいこと〜 の講義を受けました。
① いじめ対策は予防と解決がセットである。② 孤立
こそが危険である。③ チーム学校こそが、これからの
時代には必要不可欠である。という説明がとても印象
的でした。

鳥 居 剛
この４月に地域連携係へ異動となり、青少年委員の皆さまの活動
のお手伝いをさせていただくこととなりました。
青少年委員会の皆さまが日々のさまざまな 活動を通じて、こども
たちの健全育成にご尽力いただいていることに、区の青少年事業担当
者として心より感謝申し上げます。その皆さまの活動を支援させて
いただくという任務の重さに負けぬよう、頑張ってまいりますので、
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

小倉 量子
平成２７年度から青少年委員を担当し、今年で４年目となりました。
青少年委員会の活動を支援する行政の立場でありながら、
「おぐら
ちゃん」の愛称で、青少年委員の皆さまには、わが子のように育てて
いただきました。
これまでの３年間を振り返ると、苦労したこと、楽しかったこと、
失敗してしまったこと、成功したこと・・・ たくさんの出来事がありま
した。経験と学びを生かし、今まででいちばんの、よりよいサポート
ができるよう努めてまいります。
また、平成３０年度は 城東ブロックの当番区にもなっておりますの
で、他区との連携・情報共有にも重点をおき、良好な関係を築いて
いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

広報部部長として初めての共同作業で至らない点が
多々あったと思われますが、いかがでしたでしょうか。
今回の編集にあたり、 会長はじめ委員会の皆さまのご
協力に感謝いたします。
これからも委員会の活動を広く、 わかりやすく正確
に伝えることをモット一とし 、 広報部をまとめていこ
うと思いますので、よろしくお願いいたします。

