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保土ケ谷区子ども会育成連絡協議会 

 海の子山の子アドベンチャー交流会 
8 月 1 日(木)～3 日(土)  横浜 

 

☆参加人数 

54 名 

引率 27 名 

ウェルカムパーティー

の前にジュニアリーダ

ーと一緒にレク。最初

は緊張していた子ども

たちでしたが、パーテ

ィーの準備や出し物の

練習をしているうちに

仲良くなる姿がとても

印象的でした。 

第 2８回目を迎えた海の子山の子交流会。 

福島(下郷町)の子どもたちと保土ケ谷の子ども 

たちが互いに訪問しあい、普段できない体験や 

交流をします。今年は海の子 16 名と山の子 

38 名、スタッフを含め 81 名が参加しました。 

一日班行動。熱中症予防のため炎天下

を避け、午後から出発。ここで海の子

と山の子の距離がさらにグッと縮まり

ます。リーダーも一緒にアトラクショ

ンに乗り、笑ったり怖がったりするリ

ーダーに親しみを感じる子もいまし

た。夕食はレストランで 

バイキングを楽しみました。 

貝拾いやカニを探す子、わかめをリーダーに

投げて遊ぶ子。リーダーは全身ずぶぬれに。

「ヒザぐらいまでね！」のお約束が、いつの

まにか胸元まで。子どもたちは大はしゃぎ。 

暑かったので 10分早く引き上げました。 

みんなで 3 日間の思い出を

発表。しおりにサインをもら

い「また会おうね！」お友だ

ちとグータッチやハイタッチ

でお別れ。宿舎前で海の子が

アーチを作り山の子がくぐっ

てお見送りしました。 

野島海岸 

お別れ会 

‐‐‐出演参加団体名‐‐‐ 

星川小学校 岩崎中学校 

宮田中学校 ARIKA 

ポップキッズ Studio E-Style 

ミニカリブ TOY CUBE 

フラ・ハーラウ・カ・レイ・オナオナ 

斎藤玲子モダンバレエスタジオ 

リカバレエワークス     (敬称略) 

 

子ども芸術劇場 

10 月 27 日 保土ケ谷公会堂 

送迎バスで川崎グランド

ボウルへ。参加者 38 名、

引率を含めて 52 名が参

加。今年も特別にレーン

の裏側を見学。ピンが倒

れると迫力のある大きな

音にびっくり。ジュニア

リーダーと一緒に2ゲー

ム楽しみました。 

親睦レク 

今年は 11 団体が出演。子どもたちやスタッフ

はこの日のために練習してきた成果をみなさ

んに披露します。大きな舞台に立てる喜びでワ

クワクしている子や不安でドキドキしながら

出番を待つ子どもたち。出演者 32３名、そし

て1,000名を超える観客の方々が観に来てく

ださり感動のフィナーレで幕を閉じました。 

区民文化祭の一環で 

毎年行われている 

「子ども芸術劇場」 

野島青少年研修センター 

 

八景島シーパラダイス 



ｓ 

今年もご支援いただきありがとうございました 

新春子ども書き初め展 
２月２日(日) ほどがや地区センター 

 

○区連合町内会連絡会会長賞 

★うえた ともや  （小１）星川小 

★さいとう りんせい（小２）川島小 

★深津 七海    （小３）星川小 

★内田 心優    （小４）新井小 

山田 幸奈    （小５）仏向小 

★坂野 友美    （小６）星川小 

★江副 美和穂   （中２）境木中 

★岡 拓海     （中３）新井中 

横浜水産（株）スーパーマルセン 

（宗）随流院代表役員 

斉藤玲子モダンバレエスタジオ 

スタジオ E-Style 

ポップキッズ 

ミニカリブ 

リカバレエワークス 

ARIKA 

医療法人社団純厚会 

区子連会計監査 阿部 千代子 

区子連協力者  荒井 俊次 

〃    大久保 五郎 

〃    杉浦 稔 

〃    佐久間 信義 

―敬称略― 

保土ケ谷区連合町内会会長連絡会 

保土ケ谷中地区連合自治会 

中央地区連合町内会  

岩間地区連合町内会  

新桜ヶ丘地区連合自治会 

西谷連合町会  

保土ケ谷火災予防協会 

保土ケ谷防犯協会  

保土ケ谷区青少年指導員協議会 

保土ケ谷区スポーツ推進委員協議会 

ほどがや地区センター 

西谷地区センター  

保土ケ谷車輌工業株式会社 

株式会社 関野建築事務所 

魚幸水産株式会社 

区内の子ども会・小学校・中学校などのご協力により 900点 

の作品が出品され、その中から以下の各賞が選ばれました。 

区長賞を受賞した子ども達は、区長から賞状が手渡され 

ました。みなさんおめでとうございました。 

全国子ども会安全会 

神奈川県青少年育成功労者表彰 

杉浦 美子 

○区子連会長賞 

★のもと かれん （小１）川島小 

いいだ ともき （小２）峯小 

ふじた みひろ （小３）初音が丘 

★奥澤 璃乃   （小４）境木小 

東山 若葉   （小５）桜ヶ丘 

中野 美結   （小６）上菅田小 

★安原 葵    （中１）境木中 

★宮城 力都   （中３）西谷中 

○区長賞 

★なかむら すい  （小１）上菅田小 

★神山 心音    （小２）藤塚小 

★藤本 実優    （小３）峯小 

★榎本 雅     （小４）星川小 

林 友菜     （小５）藤塚小 

鈴木 昊太    （小６）鎌谷町 A 

池谷 真優    （中２）新井中 

★杉本 莉音    （中３）新井中 

 

 ○横浜市保土ケ谷区 

社会福祉協議会会長賞 

たきた さな   （小１）仏向小 

たきぐち ほのか （小２）境木小 

★するが そうじろう（小３）川島小 

★磯島 陸     （小４）星川小 

★麻里 薫子    （小５）星川小 

岩田 愛菜    （小６）坂本小 

★保坂 はな    （中１）境木中 

★宮城 朋果    （中３）西谷中 

○防犯協会会長賞 

おおば みずき  （小１）桜台小 

すずき みはる  （小２）桜台小 

岩田 茉奈香   （小３）坂本小 

松岡 悠樹    （小４）桜台小 

佐藤 丞     （小５）川島小 

庄司 優真    （小６）保土ケ谷小 

仲村 真緒    （中３）宮田中 

新井 沙耶    （中３）上菅田中 

賛助会のお礼 

今年度は合わせて 141,000 円の賛助金をいただ

きました。どうもありがとうございました。 

来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

会長会 

危険予知トレーニング 

何気ない生活の場面のプリントを見ながら、身近

に起こりうる危険なポイントを予測。「自分の命は 

自分で守る」一人ひとりが意識することで事故を 

未然に防ぎましょう。 

 

新年度に向けた準備を始めます。新役

員が最初に行う仕事。それは、子ども

たちの安全を守ること。「安全会」の申

請方法について説明会を行いました。

会場には新旧の役員が集まり、担当者

の説明を真剣に聞いていました。 

○区中学校校長会賞 

塩入 菜    （中２）宮田中 

矢後 栞    （中３）上菅田中 

 

○区青少年指導員 

連絡協議会会長賞 

よこさわ ともや （小１）桜台小 

おかもと ゆうか （小２）峯小 

いとう みはる  （小３）新井小 

小野寺 柊馬   （小４）藤塚小 

福田 詩乃    （小５）仏向小 

森 舞桜     （小６）峯小 

岩本 はるか   （中１）西谷中 

北畠 凛美    （中２）保土ケ谷

中 

 

○区小学校校長会賞 

しばた かのん （小１）峯小 

のざき なぎさ （小２）坂本小 

吉川 心陽   （小３）上菅田小 

上杉 凛緒   （小４）峯小 

入野 愛風   （小５）権太坂小 

日𠮷 里菜   （小６）峯小 

○ほどがや地区センター館長賞 

いとう うた  （小１）桜ヶ丘 

のなか れな  （小２）峯小 

佐々木 ひな  （小３）初音が丘小 

★枝廣 七海   （小４）上菅田小 

川野 杏珠   （小５）仏向小 

仲村 帆奈   （小６）岡沢町 

細田 奈々子  （中１）岩崎中 

竹内 友希   （中２）宮田中 

上記の中から 33 点を横浜市の

書道展に出品。★印 22 名の方

が受賞しました。 

○ 発 行 ○ 

大久保 節子 

電話(383)3144  

新型コロナの影響に 

より来年度の予定は 

未定となっております。 

お問合せは 

こちら！ 

本年、区子連の加入者は 1,260 名。

事故は０件。来年も KYT（危険予知

トレーニング）を忘れずに楽しい 

活動をしていきましょう。 

表彰 

今号作成にあたり、ご協力 

いただきました皆様、心より感謝申し上

げます。来年もよろしくお願いします。 

編集後記 おしらせ 

 


	R1hodogayakukouhou
	R1hodogayakukouhou2

