
子どもたちの
笑顔のために
子どもたちが地域で元気にのびのびと

育ってゆくためにサポートしています

ここで紹介しきれない情報やタイムリーな情報をホームページにて
掲載しています。青少年関連のイベント情報や地域の情報を広く
配信しています。どうぞご覧いただき、各イベントにご参加ください。

三苫 茂（お台場地区）
池田 扶美（港南地区）
戸田 雅美（高松地区）
ファン フローレス（青山地区）
佐野 紀興（高陵地区）
太田 智昭（白金地区）

【 編集委員 】

港区青少年委員会だより
〈 ウィズ 〉
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青少年委員は主に青少年対策地区委員会の活
動の中で子どもたちの健全育成のサポートをして
います。地域の大人たちが「一緒に笑い、時に
は叱り、頑張れと励ます」という家庭や学校では
体験できない関わりの場を大切する活動をしてい
ます。ホームページ等で情報を発信しています
ので各地区の行事に参加してみてください。

港区青少年委員会のホームページができました。

http://seishonen.tokyo

港区青少年委員会 
会長　西尾 健

みなさんの地域の行事に
ぜひご参加下さい ！

毎年、4 月に 15 歳から 17 歳までの区内在
住、在学、在勤者を対象に団員を募集し、
長崎の原爆資料館の見学や平和式典への
参加を行います。今年の募集は終了しました
が、来年 4月の募集を楽しみにしてください。

【 港区平和青年団 長崎研修 】

区立芝公園エリアの “子どもの広場” で、
バルーンアートや射的などのアトラクションを
実施しています。毎年、大勢の子どもたち
が来てくれて、歓声と笑顔に包まれ大盛況
です。今年もアトラクションを用意しています
ので、ぜひお越しください。

【 みなと区民まつり 】
10 月 7 日～8 日

港区内 10 地区が 2 グループにわかれ、山梨
県小菅村平山キャンプ場へ行きます。各地区
趣向を凝らしたイベントを企画していますので
是非参加して下さい。詳しくは各地区の青少
年委員にお尋ねください。

【 みなとキャンプ村 】
8 月 8 日～10 日 8 月 12 日～14 日／ 8 月 19 日～21 日

港区では、毎年成人の日に、｢成人の日記念の
つどい｣を開催しています。久しぶりの再開に
声を弾ませ、楽しそうに歓談したり、会場全体
が華やかで楽しい雰囲気に包まれます。この
式典は新成人の方を対象に毎年 6月頃に実行
委員を募集し、自分たちで企画・運営等を行

【 成人の日記念のつどい 】
平成 30 年 1 月 8 日

一日の利用時間と終了時刻を決めて使おう。1

自宅でスマホを使わない日をつくろう。2

必ずフィルタリングを付けて利用しよう。3

自分や他者の個人情報を載せないようにしよう。4

送信前には、相手の気持ちを考えて読み返そう。5

SN S 利用に必要なルール ※東京都教育委員会「SNS 東京ルール」より

各地区のイベントの様子

本年度のイベント紹介＆来年度募集時期
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「汽笛一声新橋を～♪」で有名な新橋駅や歴史ある神
社仏閣が数多くあり、古さと新しさが絶妙に解け合い、
便利に生活できる人情味あふれる地区です。地元の小
中学校を卒業したおじさん、おばさんが多く住んでいて
子どもたちの安全を地域ぐるみでバックアップしていま
す。毎年開催される「スパリゾートハワイアンズへのバ
スハイク」は、御成門地区ならではの大人気イベントで

六本木地区は、港区のちょうど真ん中にあり、1 番他地区と
隣接している地区です。今年度は、東町小学校に続き南山
小学校で国際学級ができました。また、六本木中学校では「英
語科国際」の授業にネイティブ・コースが設置され、より国
際化する地区になっていきます。29年度は新たなメンバーで、
学校・地域の方々・PTA・保護者そして他地区の方々とも
交流を持ち、共に、より活性化するものにしていきたいと思っ

春には春日神社の桜が舞い、夏には三田カーニバルで
盛り上がる三田地区。43 回を、迎える三田地区最大
のイベント「まちぐるみ大運動会」は、今年は 11 月 5
日に行います。三田中学校で開催し、地域の子どもた
ちから、お年寄りまで楽しく参加できる競技とたく
さんの賞品があり、昨年は 500 名を超える方が参
加しました。他には、バスハイクのイチゴ狩りも大人気
イベントです。

緑豊かな自然に恵まれた、まさに都会のオアシス！？のよ
うな高松地区。身近に歴史を感じられ（泉岳寺など）
多くの学生が行き交う街。元気いっぱいあいさつのでき
る子どもたち。たくさんの笑顔があふれています。私たち、
青少年委員は地域の方々と協力して、子どもたちの成
長を見守っていきます！大人気のみなとキャンプ村、いち
ご狩り、たくさんの参加お待ちしてます。

港南地区の 2 つの小学校の児童数は 1000 人を超
え、子どもたちの姿をあちらこちらで目にします。いろ
いろなイベントの中で一番人気なのは、「折り紙ヒコー
キ教室」で、参加者が 250 名を超え、熱気があふれ
盛り上がります。私たち 6 名の青少年委員は、子ども
たちが運河の水辺に親しみ、誇りの持てる故郷となるよ
う、安全に楽しく、そして健やかに過ごせるようサポート

港区で2番目に開校した小中一貫校がある白金地区は、
子どもたちが安心・安全・楽しく・健やかに過ごすため
活動をしております。白金地区の行事では、子どもたち
が自分たちで考え・解決・行動できることを意識した活
動をしており、様々な行事に参加を重ねるごとに、子ど
もたちが成長していく姿をみることができます。学校関
係、町会、スポーツ、文化団体も一丸となり活動して

保護者の方、学校の先生方、地域の方々と一緒に楽し
みながら、いろいろな活動を通して子どもたちと交流し成
長を見守っています。500 人を超える方が参加するもち
つき大会をはじめ、様々な行事を開催しています。今年
は特別企画として、夏休みの最後に、笄小学校にて防
災宿泊体験会を予定していますので、皆さんぜひご参加
ください。お待ちしています。

赤坂地区委員会では四季を通じて、笑顔があふれる楽し
い活動を実施しています。特徴は地区の行事に参加して
育った若者たちが、スタッフとして頑張っていることです。
参加した経験があるから、どうしたら楽しめるかを知ってい
ます。だから赤坂の行事はワクワクする楽しいことが盛り
だくさん。元気な若いスタッフが、子どもたちと本気で活
動する「元気とやる気」が赤坂地区の自慢です。

青山地区には神宮外苑やラグビー場をはじめスポーツ施
設が多くあり、いつでもスポーツができる環境が整ってい
ます。そこで、子どもたちにスポーツに親しんでもらえるよ
うたくさんイベントを企画しています。神宮外苑で園児か
ら中学生まで 200 名以上が走る「青山みんなで走ろう
会」、神宮スケート場での「スケート教室」、必ずスキー
が滑れるようになる「スキー教室」など楽しい行事がいっ

顔見知りになった子どもに対して、なるべく｢君｣や｢ちゃん｣
を付けずにファーストネームで声をかける（私たちもそうし
ています）、フランクで明るい海好きな大人が多いお台場
地区。｢お台場らしいね｣と言われることを目指してます。イ
ベントの数も多く、また、それらイベントに参加してもらう
ことで、顔見知りを増やしあいさつや気軽に声をかけあえ
るすみよい地区にしたいと思っています！
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あなたのまちの青少年委員と地区紹介 教育委員会事務局 生涯学習推進課 03-3578-2744
もし気になる
行事があれば
私たちに

お問い合せを！
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