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第40回青少年芸術祭

青少年美術展へ

GO!!

9：15 17：00
2/29sat・3/1sun ハーモニーホール座間

（1日は16：00）

ここにはゴッホもピカソもダビンチもない！だから面白い！
今年も青少年美術展がハーモニーホール座間〈小ホール〉で開催されます。市内の小中学校・高校・養護学校・一
般から絵画や写真など679点の作品が集まり、絵画・彫塑・工芸は吉野光治先生、写真は髙橋ぎいち先生に審査をお
願いし、奨励賞49作品・大賞４作品が選ばれました。ぜひ会場で 芸術家の卵たち の感性を体感してください。

作品審査風景

市長賞

議長賞

教育長賞

審査員特別賞

「立体感のある平面構成」海底からの気色

「魅惑の星」

「考え事」

「ひまわりばたけにいった」

栗原中学校3年 栗林 由花

座間総合高校2年 内藤 幸樹

東中学校１年 大山 玲花

中原小学校１年 福田うみ

各地区協議会から

座 間

令和元年度青少年フェスティバル

中学校区 第28回青少健ふれあいまつり

第28回青少健ふれあいまつりは前日から続いた雨天
の中での開催となりました。

11.23

先生方と相東
小おやじの会

何年かぶりの雨天開催で会場が体育館となり正直

の方々です。

焦った部分もありましたが、毎回協力をいただいている

雨風が強い中

座間中学校、相武台東小学校、立野台小学校のＰＴＡの

でのとん汁づ

皆様や第四地区民児協主任児童委員、緑ケ丘地区社会

くり、フランクフルトの調理、大変お疲れ様でした。

福祉協議会、消防団、青少年補導員、青少年指導員はじ

まつりが終わってから皆さんと話すと「事前準備や段

め多くの皆様の非常に協力的で前向きな活動には目を

取りで苦労はしても生徒や子ども達の笑顔をみると疲

見張るものがありました。そんな皆様の活躍があり慣れ

れもどこかに飛んでしまう。また来年も頑張ろうね」と

ない体育館での会場設営も皆様の迅速な行動によって

なるんですよね。そんな優しく心強い皆様にあらためて

滞りなく設営することが出来ました。そしてもう一つ重

感謝申し上げ報告とさせていただきます。

要な役割を積極的に果たしていただいたのが各学校の

西

ありがとうございました！

中学校区 優しい先輩に教えてもらい楽しく部活動体験！ 12.7

12月7日（土）に開催された青少年フェスティバルは、
昨年に行った「部活動体験」という新しい試みが大好評
だったので、今年度は2回目の開催となりました。中学生
になったらどんな部活がどんな風に活動しているの？と、
小学5，6年生１００人が各部活を訪れて中学生のお兄さ
ん、お姉さんに教えてもらいながら楽しく予行練習をし、
中学生のみなさんも将来の後輩たちに部活動の紹介や
楽しさを伝えられるので、Win-Winのイベントです。
当日、小雨降る寒い日ではありましたが、寒さ吹き飛
ばす子ども達の元気な声が溢れ活気がありました。
スタンプラリーで多くの部活をまわる子、お目当ての
部活をじっくり体験する子と様々。

東

閉会式後はPTAさんが作ってくれた美味しいカレーを
食べましたが、カレーがかなり余ったので最後はカレー
のみを何度かお替りする子もいました。
寒い中フェスティバルに携わった皆さま、ありがとう
ございました。

中学校区 全員参加のフェスティバル

12月1日（日）快晴のもと東中学校区フェスティバル
が開催されました。

校長先生の
じゃんけん大

お手伝い頂いた方は、学区内4校のPTA、補導員、他

会で は 、勝 利

校の指導員、OB、地域の協力者、東中の生徒会、ボラン

者、全 員 が 小

ティア、先生等、多くの方々に支えられ開催されました。

学 生で「中 学

今回も座間市消防署、消防団の方々に協力頂き（消防

生しっかりし

車両展示、煙体験、消防はしご車体験防火服試着等）、

ろ」とはっぱ！

見学＆体験コーナ-を設け大変賑わい貴重な経験。

12.1

閉会式後は、火おこしで、薪不足のハプニングがありま

体育館でソフトバレー、校庭でスマートボール、輪投

したが シェフ校長 指示のもと、出来た熟成カレー（お

げ、ストラックアウト、ディスゲッタ−、スカットボ−ル、ス

米は、昨年度より一割増の１００キロ）を平らげて解散！

リッパ飛ばし、○×クイズ、じゃんけん大会と盛り沢山の

最後に参加者362名、お手伝い頂いた方、来てくれた

ゲ−ム。

子ども達ありがとう。

栗 原

中学校区 元気な挨拶に囲まれて

12.14

令和元年12月14日、栗原中学校区青少年フェスティバ
ルを開催しました。実行委員長の競技開会宣言後、自
分達で興味ある競技に分かれそれぞれに楽しんでいま
した。特に、
「紙飛行機飛ばし」は決勝戦を皆の前で行
うという種目で、最高の盛り上がりになりました。他に
は、輪投げ、スカットボール、PK合戦、ボックスホッケー、
ストラップ作り、煙・消化体験など、それぞれに多くの参

であるカレーを食べ、その後閉会式を行

加者を集め、輪投げはスコアカードが足りない程になり

い片付けをして終了です。各競技の進行は、栗中の先生

ました。美術部については、生徒達の主体性が培われて

方と小学校3校のPTAの皆様にお願いをし、栗中PTA

きて企画内容がグレードアップしてきました。また、生

本部の皆様には前日からのカレーの準備、当日の最終

徒諸君の準備から片付けまでの行動や交わす挨拶には

までお手伝いをしていただきました。皆様のご協力のも

栗中の校風を大いに感じました。表彰式を終え楽しみ

と無事に開催できた事に感謝を申し上げます。

相 模

中学校区 ３年連続 ハロウィンを楽しも〜♪

10月26日（土）午前１０時、市内６中学校区の先陣を

時計を見ないでやる

切って相模中学校区青少年フェスティバルが開催された。

のだが「見てもでき

今回も ハロウィンを楽しも〜♪ をキャッチコピーに、

ないでしょ」とトライ

来場者に仮装グッズで楽しんでもらったり、様々な模様

させたら…野球部に

を貼りつけてオリジナルマントを作ったりと、会場の体

ほとんど 持っていか

育館は熱気に包まれた。顔に傷シール・背中にお手製

れた（ 笑 ）彼らの動

マントでかけまわる野球部、その横で子ども達に仮装の

体視力と反射神経恐

お手伝いをしてくれている優しい美術部、メインキャス

るべし。

10.26

トの 仮装ざまりん との記念撮影会、ゲーム「電撃イラ

昇降口前ではポップコーンやわたがし、テントでは餅

イラ棒」という、お馴染みになった光景が広がった。ス

つき体験とつきあがった餅も振舞われ、協力団体さん

トップウォッチを「9.97秒」で止めるゲームには景品10

のお陰で「食」も「遊び」も満たされる充実した2時間

セット（お菓子とオリジナル缶バッジ）を用意。本来は

のフェスティバルは午前１２時に無事終了した。

南

中学校区 ジャンケン強すぎ押田校長！

「おはようございます！何かお手伝いすることはありま

い」の声も出ましたが、

せんか？」生徒さん達の元気な声が飛び交う南中フェス

笑顔に溢れていました。

ティバルは生徒と役員がワンチームとなって、準備から共

グラウンドでは、昔

に作り上げる伝統があります。

11.30

遊び、スリッパ飛ばし等人気の定番ブースを開設したこと

みんなのために良いものは取り入れていく柔軟性これ

で、中学生１３０名小学生４６名が、賑やかに参加してい

も南中らしさの一つです。東中伝統の校長ジャンケンを

ました。お楽しみの昼食は今年も大鍋カレーを作って参

数年前から取入れ、今回は小学生、中学生に加え、大人の

加者へ振舞いました。これはＰＴＡさんが食材を丹念に

部を行い、普段のうっぷんを晴らす（？）大盛上がり、そん

カットし、先生方が丁寧に煮込んで完成させ見事に連携

な空気はどこ吹く風と押田校長は決戦を２度も制してし

して配膳する絶妙なホットラインです。味は参加者、木島

まいました。
（笑）体育館ではガラスタイルコースター作

教育長からも大好評でした。

りに８０人も参加、バレーボールに似たニュースポーツの
インディアカは７チームで熱戦を展開し、
「意外と難し

天候にも恵まれ、地域の方々に見守られながら、理想
的な形で幕を閉じ、心から感謝致します。

座間市・大和市合同研修会のあゆみ
座間市青少年指導員協議会・大和市青少年指導員連絡協議会
神奈川県各市町村の青少年指導員協議会会長が出席する会議で話題になった
「他市との交流会のようなものがあったらいいね」がきっかけで始まった大和市との合同研修会
親睦を深めるとともに、活動事例などについて意見交換を行い、その後の活動に役立てています
平成２８年 2 月、大和市青少年センターでスタートし、今年で第５回になる合同研修会を振り返ってみました
開催日・会場

内

容

第1回

平成28年2月21日（日） 9：45〜15：00
大和市 青少年センター

・バルーンアート・ホットドッグ作り・情報交換会
※講師は大和市青少年指導員

第2回

平成29年１月29日（日） 10：00〜14：30
座間市 青少年センター

・アイスブレイク・ニュースポーツ
（室内ペタンク、カローリング）・折紙・情報交換会
※講師は座間市青少年指導員

第3回

平成30年2月12日（月・祝） 10：00〜15：00
大和市 泉の森自然観察センター・しらかしのいえ

・ネイチャーゲームを盛り込んだ自然とのふれあい体験
・マンサクのキーホルダー作り・情報交換会
※講師は大和市青少年指導員

平成31年2月16日（土） 9：00〜15：30
座間市 青少年センター

・講演会「心の病の対象理解〜思春期の出すサイン
を受け取るには〜」
講師 座間市青少年指導員 中谷氏
・バルーンアート（アーチ、ざまりん）実技指導
講師 大和市青少年指導員 岡松氏
・情報交換会 ※講師は大和市青少年指導員

第4回

神奈川県
青少年指導員表彰
●令和元年11月9日（土）
●県立青少年センターホール

栗原中学校区 寺田 栄枝さん

第４回の合同研修で大和市から教わったバルーンアート
〈受賞コメント〉
のアーチとざまりんは、その年の美術展の入場口を飾り来 楽しくできる事からをモット
場者の注目を集めました。当日朝にも、大和市指導員の方 ーに活動してきました。青少
がバルーンざまりんを作って届けてくださったことも記憶に 年指導員の仲間の助け、家族
新しい嬉しいエピソードです。今後もよい関係を築き更に の協力があって活動する事が
できました。感謝しています。
この輪を他市にも広げていければと思います。

編集後記

きずな編集部員として携わる事で、改めて市内中学校区の熱意ある活動を知ることがで
きました。一期三回の発行についても様々な検討をされていることを知り、一人でも多く
の方に読んでいただき、青少年の健全育成のための活動を広めて行きたいです。
〈 きずな編集部：平野 敦子 〉

■ 座間市ホームページ（ http://www.city.zama.kanagawa.jp/ ）内で PDF データを公開しています ■

