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        実行委員長  西端 久喜 
 

 ８月の２、３、４日に行いました「学びの森」今

年は晴れましたね。実行委員の皆さんを始め、現地

スタッフ、ＪＯＹスタッフ、リーダー会、河内長野

スタッフ、事前準備に参加していただいた皆さんお

疲れ様でした。そして、ありがとうございました。 

今年は、一般募集の参加スタッフが、なんと７人も

参加してくれました。 

中には、あのバ○コさんにあこがれて来てくれた方

もいたようです。パチパチ。 

 また、現地スタッフの皆さんには、ちょっとゆっ

くり、いっぱいがんばり、いただきました。忘れて

はいけないのが、龍の「たっくん」の活躍です。鬼

踊り、大盛り上がりでしたね。 

 下見では「洞川を知らない方にも来ていただこ

う。」と呼びかけました。参加していただいた皆さん

ありがとうございました。 

子どもたちのキラキラした笑顔、キラキラした思

い出、これはその子たちが大人になっても色褪せな

いものだと思います。これからも、そんなキラキラ

のため一緒にがんばりましょう。 

ま、そんな時は自分もキラキラしてんスけどね。 

http://www.kawachinagano-seisyonen.org/̃seishikyo/ 

           レク部会 大塚 薫 

平成20年８月２３・２４日の両日、７６名の参

加者のもと、青少年活動センターに於いて、ジュニ

アキャンプが実施されました。出発前から小雨混じ

りでしたが、一日目のプログラムは運良く雨も上が

り、プールはちょっと寒いくらいでしたが、カンカ

ン照りより、スタッフにとっては楽（？）だったか

も。キャンプファイアーはいつものようにスタッフ

の趣向を凝らした演出で、幻想的な一夜になったよ

うです。 

二日目のクラフトはブーメラン作りです。厚紙を

切るのに少し苦労しましたが、それぞれ好きな絵を

描いてみんなで飛ばしました。昼食の自炊の時はあ

いにく雨が降りましたが、焼ソバとおにぎりの班

や、ソバめしの班もあり、とてもおいしかったです。

後片付けの後、隣の「滝畑ふるさと文化財の森セン

ター」を見学して、無事終了しました。 

今回はレク部会以外の青指の方々のご協力があ

って実施に至りました。ありがとうございました。 
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ジャガイモを掘ってポトフを作ろう！ 
 ６月８日（日）「ジャガイモを掘ってポトフを作ろう」

の本番を迎えました。 

 前日まで天気が心配でしたが、本番当日は快晴とな

り多数の参加者がありました。午前と午後の２部体制

で実施。まず畑に行って、ジャガイモの収穫をして、

調理の会場の鳴尾会館に移動。子ども達が調理の準

備。ジャガイモは子ども達自身で洗い、アルミホイル

に包み（２重）炭火に入れて蒸し焼きに。 

 ポトフの材料も参加者自身で調理。楽しく食事。終

われば参加者が片付け（洗い物）もして終了。午後の

部も同様に実施。 

 午前・午後合計参加者１２２名、スタッフ３３名 

 

その他の活動と今後の予定 
6月２８日（土）楽習室「ドライアイスの不思議」 

        楠・千代田小学校 

        １７１名、スタッフ１７名 

6月２８日（土）加賀田中学校区、東中学校区との 

        交流会 

８月２３日（土）アメニティ長野自治会夏祭りに 

        応援２名 

１０月２６日（日）千代田バラエティーフェスタ 
                  楠小学校 
       綿菓子とトウモロコシの模擬店出店 

5月18日の実行委員会立ち上げ、「広報かわちなが

の7月号」での出演グループ・企画スタッフの募集、

7月27日の応募者面接を経て、8月10日(日)に開催し

た全体説明会で12組の出演グループと4名の企画ス

タッフが顔を揃えて、第17回音フェスがスタートし

ました。（その後、学校行事と重なったために1組が

辞退し、最終的に11組が出演します） 

 第1回から続いたラブリーホール・大ホールからキ

ックス・イベントホールに会場を変更しての初めての

音フェスですが、会場が小さいことを活かして、出演

グループと観客が一体となって音楽を楽しむことが

できる音フェスを企画スタッフや出演者と一緒に創

り上げたいと思っています。 

 皆様のご支援・ご協力をお願い致します。 

（第17回音フェス実行委員長 池西裕二） 

今後の予定 
10月 5日（日） 全体練習    9:00～21:00 

11月 1日（土） 最終練習   13:00～21:00 

11月 2日（日）   〃     9:00～12:00 

11月 15日（土） 前日リハーサル 9:00～21:00 

11月 16日（日） リハ・本番   9:00～ 

  場所はいずれもキックス４階イベントホール 

  
Spaps、肉食人間、エイトビート、マリオネット 

BROKEN HEART、ALLEGRETTO MAN 

THEE KORI'n' KORIN GLASSES、Geeks Road 

PASS ability、ミカンプ、ガリ～ピ～ス☆ 

 以上１1グループ、企画スタッフ5名 

出演グループ 
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サマーキャンプ 
7 月 19日(土)～20日(日)、滝畑活動センター

でサマーキャンプ(健全育成会主催)が実施されま

した。子どもたちはその日の午前中は川で魚つか

みに挑戦。キャーキャー叫びながら一生懸命魚を

追いかけていました。取った魚をその場で塩焼き

にして昼食。味は絶品で、普段あまり魚を食べ慣

れていない子どもたちも、口いっぱいにほおばっ

ていました。そして、青指が担当した夕食のご飯

は、ちょうどいいおこげが出来上がり、バーベキ

ューといっしょにおいしくいただくことができま

した。短い時間でしたが楽しく過ごすことができ

ました。 

 

楽習室「ミキサーと電子レンジで きな粉もち」 
 6 月 28 日(土)10 時より三日市小学校に於いて楽

習室「きな粉もち作り」を実施しました。 

 70数名の応募者があり、家庭科室・理科室の2室

をお借りしての大盛況でした。ただ男子児童の参加は

1割以下と片寄りがあったのが心残りです。 

 簡単ですので、おもちのイメージ転換を試してみら

れては如何でしょうか！ 

 当日の様子やレシピは、すでに当校区HPにupさ

れていますので、まだの方は覗いて見てください。 

（参考） 

 材料は4人／班でもち米2合の計算をしました。 

 今回はお持ち帰り用にと極小のタッパーも準備し      

 ましたが、この場合は 

  3人／班が適当…か。 

 ミキサー・電子レンジ 

  は、3～4班に各1台 

 （要電源容量確認） 

 が目安です。 

清見台まつりに参加 ８月９日(土) 
 連日に続き当日も猛暑!! 汗だくで準備した甲斐が

あってスタート早々から大盛況でした。 

子どもはもちろん、大人の方にも、バルーンを楽しん

でもらえました。 

 そんな中でも「焼そば」「イカ焼」「かき氷」などを

つまみながら祭りを楽しむメンバー。 

 ところが、夕方 

から今年で３年連 

続の大雨に !! 

おまけにカミナリ、 

強風の大当り !! 

充実した一日 

でした(笑) 

楽習室 
 6 月 28日(土)に小山田小学校で、今年度初めて

の楽習室を開きました。内容は、加賀田小学校ＰＴ

Ａ｢ピーチクパーチク会｣のメンバーによる“お話し

会（パネルシアター）”と、“みんなでつくろうビュ

ンビュン風車”でした。 

 パネルシアターは、『おしゃれな おたまじゃく

し』『ごちゃまぜ カメレオン』『きょだいな きょ

だいな』の 3 冊で、エレクトーン・笛・合唱が入

った迫力ある演出で、参加した34人の子どもたち

はパネルシアターをくい入るように見つめていま

した。 

 風車づくりでは、ブンブンゴマと同じ原理で風車

の羽根がよく回り、喜んで作品を持ち帰っていまし

た。 

 最近の工作･ものづくりでは、男子の参加者が極

端に少ないのが悩みでしたが、今回は科学的な工作

だったためか、多数の参加がありました。 

 次回は、10月末に長野小学校で「アクリルひも

で作る“ミニぞうり”」を実施する予定です。 
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活動と今後の予定 
 
7月19日（土） 育成会納涼映画祭 

7月26日（土） 南青葉台盆踊り（写真） 

8月16日（土） 加賀田連合町会盆踊り 

9月20日（土） 楽習室（室内スポーツ） 

10月12日（日） 加賀田フェスティバル 

11月22日（土） ｸｲｽﾞﾗﾘｰ（育成会） 

12月20日（土） 楽習室（餅つき） 

「夏祭り」に参加  リーダークラブと初コラボ 
７/１９（土）：夏の恒例行事、健全育成会主催の「夏

祭り」が開催されました。我が青指企画で、初めて

の試みである中学生ボランティア「リーダークラ

ブ」のメンバー１３人は、お揃いのＴシャツを着て

フライドポテトやフランクフルトの販売とスライ

ム作りを手伝ってくれました。暑い中、後片付けま

で頑張ってくれて我々は大助かりでした。これから

の行事にもどんどん参加して色々な経験をしてく

れる事を期待しています。 

 

「親子ふれあい」に参加 
８/２３（土）：小学校ＰＴＡ主催の「親子ふれあい」

に参加しました。小学校ＰＴＡでは、毎年子どもた

ちが喜び、なおかつ夏休みの宿題に役立つ内容を、

趣向を凝らして考えています。今年は、楽習室とし

て藍染めでバンダナ作りに挑戦するコーナーや大

学生によるジャグリングパフォーマンスで盛り上

がりました。青指は、フランクフルトの手伝いをし

て、小学生たちに残り少ない夏休みの楽しいひとと

きを過ごしてもらいました。 

８月２日の本祭りには校区内の各種団体から 15

の模擬店の出店があり、校区青指は、これも定番と

なった「当て物」の店を出しました。当て物は人気

が高く、盆踊りの輪を邪魔する程の長い列ができ、

その整理が大変 

でしたが、終了 

時間よりかなり 

前に完売となり 

ました。 

南花台夏祭り開催 
８月１日（金）、２日（土）に南花台中学校区恒

例の南花台夏祭りが開催されました。 

8月1日はこども会が中心に運営する子ども祭り

で、校区青指は定番となった｢バルーンアート｣で参

加しました。一時に比べると子どもが少ないです

が、自分で「犬」などを作る子どもや青指が作る「サ

ーベル」、「かさ」、「ぼうし」などを待つ子どもで一

杯の状態で、予定の2時間があっという間に過ぎて

しまいました。 


