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

１１月１６日（日）に第２３回青少年音楽フェス

ティバルが無事終了しました。 

 今回、新ジャンル（アカペラ）の出演が有り良か

ったと思います。 

 舞台上では演奏グループが、客席では出演後のグ

ループ・出演前のグループが一生懸命に盛り上げて

くれました。 

 企画スタッフで参加してくれた高校生も、全体練

習の時からグループと何度も事前の打ち合わせを

してくれ、本番当日は影アナとして頑張ってくれま

した。  

 第２４回は今回以上に盛り上がるステージにし

て欲しいと思います。 

 出演者の皆さん、実行委員の皆さんお疲れさまで

した。（出演者１１組、観客総数約２００人） 

平成２６年度の活動の一部を紹介します 

活動日   場   所 内   容  依 頼  

９．９    コープアイメゾン加賀田 バルーンアート ほのぼのルーム 

９．１３ 高向小学校 バルーンアート 楽習室 

９．２０．２１ 

鳴滝キャンプ場 研修キャンプ 青指とキャンプ 

１０．４ 美加の台中学校 スポーツフェスタ 美加の台青指 

１０．５ キックス イベントホール キッズシティー 青少年育成課 

１０．２６ 南ヶ丘子ども会 レクレーション 南ヶ丘子ども会 

１０．２６ 近つ飛鳥小学校 スポーツ大会 南こ連、南リー協 

１１．１ 河内長野ガス バルーンアート 河内長野ガス 

１１．９ 千代田小学校 バラエティフェスタ 千代田健全 

１１．９ 大師総合運動場 市民健康スポーツラリー NPO河内長野市スポ

ーツ振興会 

１１．１６ 長野公園 駅前子ども教室 青少年育成課 

１２．７ 三日市小学校 クリスマス会 
三日市放課後児童会 

１２．２１ キックス クリスマスイベント 市こ連 

１２．２３ あいっく、ノバティ H, 

長野公園 

着付け・日舞・ 

ウッドバーニング 

青少年育成課 

１２．２３ みのでホール ものづくり研修 青少年指導員 

１２．２５ 南花台・加賀田放課後児童会 クリスマス交流会 放課後児童会 

１２．２６ 滝畑ふるさとの森 自炊・ゲーム 自主研修 

１．１０ 市民総合体育館 ロープジャンプ大会 NPO スポーツ振興会 

１．１２ ラブリーホール 成人の集い 企画  青少年育成課 

※他に、毎月の定例会や団体との打ち合わせなど 
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楽習室「サツマイモの収穫と芋煮」 

               11 月 2 日（日） 

6 月 9 日に苗を植えたサツマイモの収穫を午前

中は楠小児童と保護者、午後から千代小児童と保護

者で実施しました。 

今年は苗植え付け時に参加者の名札を取り付け

ましたので、両方参加した児童の皆さんには自分の

植えた芋の株を探して掘って貰いました。 

児童の皆さんは自分が植えた場所を良く覚えて

いるようで、名札を見つけるのはとても早かったで

す。 

大半が両方参加され、自分たちの植えた芋の成長

を見て一生懸命掘っていました。前日から明け方ま

で雨が降り、昼休み中も雨が降り畑は水溜まりだら

けでした。実施確認の電話が何件もかかってきまし

たが、子どもたちのイモ掘り中は雨が止んで、イモ

煮も味わって頂き、特大サイズのイモのじゃんけん

争奪戦も大いに盛り上がりました。 

ウォーキングゲームを実施 

              12 月 6 日（土） 

 小中学生と一般から募集したチームで、西中学校

の通学路を清掃しながら歩く「クリーン作戦」を実

施しました。 

 今年のコースは 西中発→緑ヶ丘→下里→天野山

金剛寺→天野→西中着の約 8Ｋｍでした。 

当日は寒さが厳しく時折雪のちらつく天候でした

が、13 組 51 名の参加者は元気一杯、全行程をゴ

ミ拾いしながら 2 時間～3 時間で歩き、回収ゴミ 

                        

の自己申告重量と実際の重さの差が近い順に表彰、

回収総量は 73 ㎏に達しました。 

 終了後はお楽しみの野外バーベキューで昼食をい

ただき、大盛況の一日となりました。 

                        

今年はたくさんのイモが収穫できたので、千代中

の駅伝大会時PTAの振る舞う豚汁用にいっぱい提

供しました。 

 

バラエティーフェスタ出店 

               11 月 9 日（日） 

こちらも雨でグランドでの催しものは中止され、

ステージ発表などは体育館で実施されました。青指

は恒例の綿菓子とポップコーンを出店し、雨の中行

列ができるほど人気でした。 

 

次回活動予定 

2 月 22 日（日）楽習室 ものづくり講習会で学

んだプラネタリウム作成を計画しています。 

 １２月２３日（火）、みのでホールにて「ものづ

くり研修」が行われました。 

 午前中は、リース作りとお手軽プラネタリウム作

りでした。 

 リースの時はまだ和気あいあいと会話が聞こえ

るのですが、プラネタリウム作りで投影する模様を

くりぬきだすと、皆さん集中・・・。多目的室は、

とても静かになってしまいました。 

 リースをラッカーで白く色づけ、乾いたリースを

室内に持ち込むと臭いくさい！ 

 完成したプラネタリウムは、暗くした室内でみん

なで点灯式を行って盛り上がりました。 

 お昼は手作りの豚汁や炊き込みご飯など、とても

美味しい食事を堪能。お腹一杯になり、食後の語ら

いをしていると多少眠気も。 

 午後は、スリーアイズというゲームを行い、５つ

の班に分かれて対抗戦。マス目めがけてボールを投

げてビンゴゲームみたいに並べるこのゲーム、相手

のボールを追いだす駆け引きもあって、大人のずる

さも見え隠れする楽しいゲームです。 

 結果、パーフェクトも叩き出した５班が追い上げ

て優勝。特大極太の大根を景品として頂きました。 

 子どもたちに教えるネタを身につける研修を、と

ことん楽しんで今年の活動が終了しました。 
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校区のお家芸！バルーンアート三昧 

今秋もたくさんお声かけをいただき、あちらこち

らでバルーンアートを実施しました。総数 5500

本の風船をふくらましてねじって子どもたちと遊

びました。他校区から応援に来てくれた青指さん、

ありがとうございました。 

日時と会場：10 月 4 日（土）楠翠台、10 月

13 日（月）ハロウィン（中止）、10 月 26 日（日）

高野街道まつり、11 月 8 日（土）午前：川上小学

校、11 月 8 日（土）午後：くすのかホールまつり、

11 月 9 日（日）市民健康スポーツラリー、11 月

10 日（月）川上放課後児童会、12 月 6 日（土）

天見小学校 Xmas 会 

 

楽習室「イモ掘りとピザ作り」 

           10 月 25 日（土） 

当日は久しぶりの快晴に恵まれました。 

今回のイモ掘りは、川上小学校まちづくり協議会

のイモ畑を利用させていただきました。 

9 時にくすのかホール駐車場に集合して、27 名の

子どもと一緒にイモ畑がある鳩原までバス移動し

ました。まちづくり協議会の皆さんの指導のもと、

みんなでイモを掘り出しました。 

 

各自掘ったイモを持って、青指Ｋさんの田んぼへ

徒歩で移動。稲刈り後の田んぼには、事前に青指メ

ンバーが準備したピザ窯４台と焼きイモ用のたき

火がありました。 

４班に分かれ、イモを濡れ新聞とアルミホイルで

包み、たき火の中へ入れました。次にピザ作りに取

りかかりました。ピザ生地に具をトッピングし、窯

の中へ・・・。良い具合の火加減だったので、２，

３分でこんがりと焼き上がりました。 

焼きイモもピザも予想以上においしく出来上が

りました。その他にも、薪割り体験や火打石探しを

したりと、盛りだくさんの一日でした。 

 

クイズラリー   １１月２３日（日） 

 天候にも恵まれ、加賀田小学校をスタート、ゴー

ル地点として岩湧山キャンプ場に向かって、２４チ

ーム１５０名の参加者と共にクイズ形式のオリエ

ンテーリングを実施しました。 

 今年も紅葉がきれいで、キャンプ場に近づくにつ

れもみじの葉が真っ赤に色づいていました。 

 寒さ知らずの子ども達とともに、長い道のりをク

イズを解きながら登りきりました。 

 キャンプ場では到着したチームから順番に、凍え

そうなほど冷たい水でお米を研いで飯盒でご飯を

炊いて、カレーをおいしくいただきました。 

 最近では、ご家庭でキャンプに行くことがあって

も飯盒でご飯を炊くことを知らない子ども達が多

かったのには、少し驚かされました。 

 青指の指導で飯盒を火にかけて、グツグツと音や

炎が立ち込め、まわりは、みんなの真剣な顔が忘れ

られないお昼となりました。 

楽習室「お餅つき」12 月 13 日（土） 

 毎年の恒例行事で、加賀田校区の人気のイベント

となっています。 

 朝早くから中学校校門前では湯煙が立ち上り、い

つもと違う光景で子ども達は興味本位でチラホラ

とまわりを囲んで賑やかになっていきました。 

 主催の大人たちはいつもと同じ作業ですが、子ど

も達は初めて目にする光景で、目を丸くじっと見つ

めてお餅の出来あがるのを、今か今かとガヤガヤと

待ち遠しく見つめていました。 

 最近では外で餅つきをするご家庭の光景をみる

こともできなくなり、このイベントは大切な思い出

となっているようです。 

 見ているだけでは簡単そうにつけるお餅も、実際

に体験しつかせてみると杵がぐらっとしてなかな

か、お餅の真ん中につけませんでした。 

 参加者 230 名の声援と笑顔が絶えない一日とな

りました。お餅は「きなこ餅」「大福餅」「大根おろ

し」で食べました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほのぼのフェスタに参加 10 月 26 日 

 長野中学校でほのぼのフェスタが開催され、焼き

そばとジュースで参加しました。  

  当日は、好天にめぐまれ、中学生 12 名が手伝い

にきてくれ、私達も大変助かりました。 

   現在の子どもたちは、根気がたりないのではと

感じていましたが、今日あらためて見直すきっかけ

となりました。 

（（（（4444））））    青指ニュース青指ニュース青指ニュース青指ニュース    第第第第 146146146146 号号号号                    平成平成平成平成 27272727 年（年（年（年（2015201520152015 年）年）年）年）1111 月月月月 18181818 日発行日発行日発行日発行    

楽習室「ちりめんモンスターを探そう」 

            ９月１３日（日） 

 「わぁー！ タツノオトシゴがいるよ！」と小学

校の理科室から聞こえてきます。 

 海から引きあげた状態のままで、分別されていな

いちりめんじゃこの中には、たくさんの小さな生物

が混ざっています。この中から図鑑を参考にモンス

ターを探し出します。 

 アジの稚魚やイカ、カニの幼生などピンセットを

使いながら、子どもと一緒に大人も真剣に集中しま

す。貴重なタツノオトシゴを見つけたときは、歓声

や拍手もありとても楽しい時間をすごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツフェスタ２０１４10 月 4 日(土) 

 恒例のスポーツフェスタが開催されました。数年

前から実施しているスポーツチャンバラ（楽習室）

を始め、バドミントンやドッジボール・長縄などの

スポーツ種目と、家庭科室ではカレーライス作り 

楽習室「餅つき」に参加１２月 1４日（日） 

 おしお幼稚園運動場で南花台小学校学校運営協

議会主催の楽習室「餅つき」に参加しました。 

 前日朝から青指女性陣がもち米をとぐなどの準

備を行い、当日は小雪が舞う中１０時の開始に向け

８時頃から準備をはじめました。 

 子どもたちがつくためには、大人がある程度つい

て子ども用の臼に移すのですが、ここでも青指女性 

陣が活躍。つき手はいるものの返し手が無く、一人

で８臼分をこなしました。 

 子ども達は校長先生の指導のもと、小さな杵でな

れない手つきでついて 

いき、つきあがった餅は 

きなこや餡、カレーで 

食べていました。餅と 

ともに自分で作った満足 

感も同時に味わっている 

ようでした。 

（楽習室）が行われました。 

 リーパルの若者にはすぐに子ども達が集まり、 

ベテラン指導員は竹馬やソフトボールのワンポイ

ントレッスンに尽力。お昼にはカレーライスを頂

き、参加者全員楽しく美味しい時間を過ごしまし

た。 

 

楽習室「さつまいものお菓子づくり」 

               11 月 1 日（土) 

 中学校の畑で取れたさつまいもを使って、蒸しパ

ンとタルトを作りました。 

 初めて包丁を持つ子もいましたが、本格的なスイ

ーツに仕上げ、その出来ばえと美味しさに大満足の

一日となりました。 

 

美加小ファミリーフェスタ 11 月 8 日(土) 

 美加小ＰＴＡ主催行事の『ファミリーフェスタ』。

今年は、例年通りのフランクフルト屋さんに加え、

盛りだくさんに企画されたミニ講座のひとつ『バル

ーンアート教室』のブースも受け持ちました。 

 毎年開催されるこの行事、ＰＴＡ役員さんは、協

力してもらう各種団体との調整や準備に大わらわ。

こんな時こそと、『テント設営と撤収は青指に任せ

とき！』『手伝って欲しいことは何でも言いつけ

て！』と大きく胸を叩いて笑顔で引き受ける。こん

な地域に頼られる存在を目指しています。 

 気温も昼頃にはかなり上昇してもモクモクと焼

きそばを焼く 

・販売する姿 

には、元気を 

たくさんもら 

った一日でした。 


