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緯26純　忠匿青少年縮馨畠総議会役員

藷窪震謙語語義讐薬
長を仰せつかりました中田地区の国分と申しま　副会長

す。任期の二年間よろしくお願い致します。昨　　副会長

年度は青少年指導員制度50周年記念行事が　会　計
盛大に執り行われました。そして、この4月から　会　計

51年目のスタートです。この記念すべき年に舵取りを任されたこと

は大変光栄ではありますが、多少の不安がない訳ではありません。

青少年指導員全員の気持ちを一つにして、良きYOKOHAMA

YOUTHMENTORを目指したいと思います。前青木会長が常に言っ

ておられた「どうせやるなら自分も楽しんでやりましょう」は、私も大

好きな言葉ですから、これからも継承して参りたいと思います。ま

た、今年度は無理としても次年度は、新たな取り組みも思案に入

れて、子どもたちから笑顔を沢山頂けるような楽しい心に残るイベ

ントを他団体とも連携して企画していけたら良いなと思います。今

後とも、ご理解“ご協力をどうぞよろしくお願い致します。

結露市害9年讐富貴日ソ構ルマーク濃を！

青少年指導員の活動が50周年を迎える事になり、長年使われ
てきたシンボルマーク　～あいちゃん～　に代わるシンボルマー
クの選定が行われました。
市の社会環境健全化部会での候補決定後、両会長会での最終選
考を経て新しいシンボルマークに選ばれたのは、緑園地区から応
募された菅原明子さんの作品でした。
2月17日に行われた横浜市青少年指導員大会において表彰され
ました。26期から正式に青少年指導員のシンボルマークとして採
用されます。
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氏　　　名　　　　　地　区

国分　満義　　　　　中　田
青木日出男　　　　　新　橋
中瀬　英夫　　　　和泉北都
廿欒　敬太　　　　　緑　園
飯塚　智明　　　　　緑　園
吉川　　明　　　　上飯田団地
平本　桂子　　　いちょう団地
鳥海　和宏　　　　しらゆり
遠藤　義隆　　　　　中　川
内田　孝志　　　　和泉中央
大鳥　憲夫　　　　　下和泉
吉田　勝繁　　　富士見が丘

社会環境健全化部会委員
青木日出男　　　　　新　橋

薬物乱用防止活動担当
龍崎　正之　　　　　上飯田

26期委嘱式　4月6日（金）
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4月6日（金）第26期泉区青少年指導員委嘱式が行

われました。委嘱された151名のうち34名は、青少

年指導員を引き受けるのは初めてという方々です。区

長挨拶“区連合自治会町内会長会会長挨拶に続いて、

新しく会長になった国分さんの挨拶があり、26期がス

タートしました。

第31回泉区青少年フェスティバル
～　自分・発信　今こそ伝えよう～

平成30年3月4回（甘）象公会堂
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新橋地区　青木日出男
新橋地区の一年の行事は、子ども会の新年書写展から始
まります。昨年度までは、新橋連合子ども会として実施し
ていましたが、今年度から子ども会は、新橋連合青少年部
（青少年指導員）に所属して活動をすることになりまし
た。地域の活動の一つとして、協力という形で関わってき
た書道展ですが、今年度から青少年指導員主催の行事に
なりました。子ども会に参加する自治会が減ってきている
のが残念ですが、少子化と言われる中、新橋小学校は児
童が増える傾向にあり、子ども会に参加する自治会が増
えることを期待しています。

田二年－：紳畔嫡出〟園田 」　　：‾‾‾‾‾”－「、守 

農 �『÷「㌃－「乱読 ��������融 ；諒 
臣 憧 ；成 �成融嵯＿減牒 載庶÷“，噂 髄盤 �極月バ 虎店毎 債〃駁 虜 �戚宙康広蘭 ‾戌舟嵐戌成 、凪庶則雄 、成 �機 �∴ ■ �寸 進 遵 ●‥ �喝 II �感 知 塾 

属 　目 　′騨 　十・一 ．、し高二」 �� � 

！ ��（ �　÷／＼（ベ ） ����§ � 

iJ ��） �� �＼㌻率翁 ���� 

社会見学

緑園地区　廿楽敬太
平成29年度、緑園地区は11名で活動をしてまいりました。
泉区青少年指導員協議会の活動に加え、青少年育成・地
域の活性化に貢献できるよう、
①緑園連合自治会行事（夏祭りや運動会等）への参画・サ
ポート
②自主活動（一斉パトロール・社会見学）
を実施致しました。
毎年2月に実施している社会見学は、今年は「カップヌー
ドルミュージアム横浜」でした。小麦粉をこね、のはし、蒸
した後に味付けをし、特殊加工で乾燥するまでの工程を
歴史を学びながら体験できるコーナーでは、楽しみなが
らも皆真剣な表情で取り組んでいました。これからも、地
域の子どもたちが明るく・のびのびと成長していくサ
ポートかできればと思っております。
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中川地区　遠藤義隆
平成30年2月10日（土）中Iii地区センターにおいて第

17回中川地区センター管内小学生ドッジボール大会が
行われました。参加小学校は緑園束小、緑園西中、新橋
小、西が岡小、岡津小の5校で低学年・中学年・高学年別
に優勝を懸けて熱戦が行われました。児童たちはもち
ろん、引率の先生、保護者の皆様の応援合戦も見所の
一つでありました。各学年の優勝チームは（低学年の

部）新橋小学校、（中学年の部）緑園東小学校、（高学年
の部）緑園西小学校でした。お昼にみんなで食べたカ
レー美味しかったですね。

いずみ野ナイトウオーク

和泉北部　中瀬英夫
いずみ野中学校卒業生を対象に行っている‘‘いずみ
野ナイトウオーク’。青少年指導員といずみ野コミュ
ニティーハウスが主体となって当事業を実施して9
年になります。一晩かかって境川サイケノングロード
を歩ききり、海辺でおいしそうにトン汁を飲み、お結
びをほおばりつつ友達同士で海辺まで駆けて行く様
子はとても微笑ましく、道中様々なリスクを想足して
張りつめていた緊張か解ける瞬間です。地域の協力
あってこそ実現できる本事業、また来年も皆様のご
協力の下、実施できることを楽しみにしております。
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平成29年度表彰者
10年

岸秀昭　　（緑園）

青指での経験
は貴重な財産に

なっています。こ

の経験を地域活

動でも活かした

いと思います。

石井博之（和泉中央）

工作教室の担

当をしています。

子どもたちの

独創性豊かな

作品に、いつも

驚かされます。

南正則（富士見が丘）

短かった10年間

子供たちの元気

な笑顔が励み
になりました。

佐藤　将徳（和泉中央）

これからも仲間と

協力し合いながら、

楽しく続けて行き

たいと思います。

岡村　栄治（和泉中央）
青少年の行事、地
域での活動を通し

轡∴認諾龍
霊日詰蒜詣ご

ざいました。

安西　里枝（和泉中央）　　　　　渡達桂子（上飯田団地）

楽しく活動して

いるうちにあっ

という間に10

年過ぎてしま

いました。

加納　中眞一（新橋）

十年続けてき
て、人と人の

出会いがとて

も励みになり

ました。

l　　　　一一咽青少年指導員
になって10年、

これからも皆

様と楽しく活動

したいです。

島村康彦（中田）

家族や仲間に
支えられてあっ

という間に10年。

これからも体力

の続く限り努め

拷」たいと思います。

飯島　四朗（中田）

子ども達の笑

顔に接し、また

多くの仲間との

活動を通し交

流も深まり感

謝しております。

小山　孝夫（中田）

仲間に励まさ

れ家族に支え

られて楽しく活

動できたことと

子どたちの笑

顔が何よりの
宝物です。

、色　　彩 
1 10年 

大島　宗夫（下和泉）
このように晴れがましい

表彰を受けることとは人

生で初めてのことでした。

これを機会に、よりいっ

そう青少年のためになる
ことに勤めたいと思いま

す。

廿楽　敬太（緑園）

青少年と一緒に

私も少しは成長
できたでしょう

か？これまでの

十年同様日々

勉強です。

伊藤　雄幸（中田）

圃琶琶諮

家族の理解や

協力と青指仲間
の支えと声援が

あって20年間

やってこれたこ

とに感謝します。

青少年指導員表彰 
20年 

佐々木　敏（上飯田）
‾「青少年との，むの

ふれあいを、自

l　ら学ばせていた

だいた事は一生

忘れないでしょう。

中田50周年視貴会平成30年1月28日（日〉
神奈川県青少年指導員制度50周年を記念して、中田地区で祝賀会か開催されました。大勢のOB
OGの方々も参加されて盛大な会となりました。泉区青少年指導員協議会で最大人数の地区として、
これからもよろしくお願いします。

一雄芸子宙‾“評 

議題鞄 
壬噛 rio 　　　　国！葛漢書田園喜－ioミ種 

i祝賀会に出席した泉区青少年

圧旨導員協議会地区会長
i　　　　　＿，i＿
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平成29年度泉区青少年指導員協議会実施事業

日時　　曜日　実　　施　　内　　容

4月14日　金　区青指協議会定例会
5月12日　金　区青指協議会定例会
5月20日　土　第26回ふれあい’’ザ’いす、み軽スポーツ大会

6月9日　金　区青指協議会定例会
6月11日　日　区青少年指導員全員研修
7月8日　土　青少年の健全育成を進める県民大会
7月14日　金　区青措協議会定例会
7月22日　土　全市一斉統一行動パトロール

9月8日　金　区青指協議会定例会
9月10日　日　市青少年指導員研修会
10月13日　金　区青指協議会定例会
11月3目　視・金　区民ふれあいまつり
11月5日　日　全市統一行動キャンペーン活動
11月10日　金　区青指協議会定例会
11月12日　日　第31回泉区民マラソン大会
11月12日　自　県青少年指導員大会
12月8日　金　区青措協議会定例会
1月12日　金　区青指協議会定例会

1月27日　土　青少年フェスティバル出演者説明会

2月4日　日　第31回泉区駅伝大会
2月9日　金　区青指協議会定例会
2月17日　土　市青少年指導員大会
3月3日　土　青少年フェスティバル（夕方から仕込み）
3月4日　日　青少年フェスティバル（本番）
3月9日　金　区青指協議会定例会
3月11日　日　神奈川県青少年指導員制度

50周年記念式典

日時　　曜日　実　　施　　内　　容

4月6日　金
5月19日　土

6月10日　日

7月7日　土

7月21日　土

9月9日　日

11月3日　祝・土

11月4日　日

11月18日　日

11月18日　日

1月26日　土

2月10日　日

3月9日　土

3月10日　日

26期委嘱式

第27回ふれあいくくザ’’いずみ軽スポーツ大会

区青少年指導員全員研修会
青少年の健全育成を進める県民大会
全市一斉統一行動パトロール

市青少年指導員研修会
泉区民ふれあいまつり
全市統一行動キャンペーン活動
県青少年指導員大会
泉区民マラソン大会
青少年フェスティバル出演者説明会
泉区民駅伝大会
市青少年指導員大会
青少年フェスティバル

※区青指定例会：毎月第2金曜日19：30～区役所

≡編葉後記≡
第26期が、新人34名を迎え151名でスタートしました。50周年を
過ぎ次の50年に向けて、これまでと同じように、子ども達にも青少
年指導員にも笑顔の多い活動が出来るように協力し合って行きた
いと思います。
広報いずみは、12地区の活動の様子を紹介してきましたが、今回
の37号から毎年4地区ずつ紹介する事にしました。写真を大きくす
ることで活動の様子がよく分かるのではないかと思います。

編集者　青木

泉区民ふれあいまつり
11月3日（金）

開　会　式

青指の出店　　　　　iナん玉
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晴天に恵まれ1300人が参加して行われた軽スポー
ツ大会。玉入れ、パン食い競争、デカパンリレー、短距
離走、わくわくマラソン、ダンスなど、ボランティアの
中学生と手をつなぎ楽しそうに身体を動かすみな
さんの姿を見ることができました。

室員研鯵　軍旗細筆6月11回 くさ）中州地区セッター
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全員研修会は、はまぎんこども宇宙科学館館長
的川泰宣先生をお招きしてご講演をいただきました。
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