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■地域懇談会
地域関係者の皆様へ日ごろの感謝をお伝
えし、相互の親睦深める機会として、地
域懇談会を開催いたします。
2017 年 7 月 15 日（土）14：00 ～

■ 7 月、8 月は月曜日も開所しております。
７月１日から８月３１日までの間は、月
曜日も開所しております。
どうぞお気軽にお越しください。

■夏季期間宿泊受付中
夏季期間中（7 月 21 日～ 8 月 31 日）、週
２回（月・木曜日）のメンテナンス日を
除き、１泊２日の宿泊利用ができます。
ご宿泊ご希望の場合は、野毛青少年交流
センター（03-3702-4587）までご連絡く
ださい。

■のげ青縁日
のげ青で活動する若者達と地域の手によっ
て作り上げられるイベント、のげ青縁日を今
年も開催いたします。奮ってご参加ください。
詳細は 1 面をご覧ください。

みんなで選んだ
いろんな本がずらり！

ココイルだより、
配布中です。

みんなちがって みんなすてき
のげ青に集う子どもから大人まで、たくさんの人

たちと出会う中で日々思うことです。それぞれの魅力が
より交差しあうことで、お互いにとって多様な力になる
ような空間や機会をみんなで一緒につくっていけたらと
思っています。よろしくお願いします！

ユースワーカー  松本  裕
ひろみ

美 さん

のげ青の庭で無農薬野菜
をつくっています。収穫し
た野菜は「ホッとな食卓」
で大活躍。どちらも仲間募
集中です！

６月 18 日（日）梅ジャムづくりのミニイベント
を行いました。

　中庭にある梅の実が見事に実り、それを集めて
加工イベントを行いました。
　作ったのは梅シロップと梅ジャム。それから梅
ジャムと一緒に食べるケーキです。
　完熟梅はオレンジ色で、桃のような匂いがしまし
た。できたてのジャムはまさに「梅じゃないよ、桃！」
ともりあがったのですが、少し冷めると「あれ、すっ
ぱい？　梅だ」と梅らしくなるのが不思議でした。
　出来上がったジャムはのげ青に来たみんなと、陶
芸サークルの皆様へおすそ分けしました。梅の実は
まだまだあるので、今後も加工を続けていきます！

梅ジャムづくりのイベント開催！

のげ青別館 2F のフューチャーハブが少しず
つ豊かな場になりつつあります。6 月 28 日

（水）には実行委員会の若者たちが、中央図書館
からおよそ 200 冊の本を借りて来ました。前に読
んで良かった本、みんなに読んでもらいたい本、
これから役立ちそうな本。各々が選んだ個性豊
かな本が本棚に並ぶようになりました。これから
も 3 ヶ月に 1 度若者たちが本を選び、みんなの学
びと活動の場を彩って行ければと思っています。

昨 年度、のげ青カフェココイルで活動をしてい
たメンバーたちによる、活動報告集が完成し

ました。社会参加のきっかけを失い、孤立していた
メンバーたちが、ここでの活動を通して、さまざまな
人たちと出会いながら、感じ、考えたこと etc を、周
囲へ伝えていこうという想いから作られた冊子です。
カフェを訪れた方にはもちろん、訪れていない方に
もぜひ手に取っていただけたら幸いです。ご希望の
方はのげ青にお問合せください。

「未来をつくる若者が、つながり、学び、
考え、発信する拠点」になって欲しいとい
う願いを込めて、別館の２，３階スペース
を「フューチャー（未来）ハブ（車輪の中心）」
と呼んでいます。勉強したり、ミーティン
グに使ったり、併設しているホール（創作
活動室）で発表したりと使い方はみなさん
のアイディアで次第で広がっていきます。

ノゲセイ フューチャーハブについて

みんなでのげ青の夏を楽しもう！！

暑い夏がやってきます！
のげ青の夏といえばのげ青縁日！

　定番の焼きそば、かき氷などのおいしい食べ物に舌鼓を打つ
もよし、おもちゃを手作りするクラフトコーナーで夢中になるもよし、
ステージの音楽演奏、ジャグリング、大学生サークルによるヒーロー
ショーで大興奮するもよし、のげ青で活動する若者達やスタッフ、
そして地域のみなさんと一緒に、思いっきり楽しんで、夏の思い出
をつくりましょう！
　夏休み最後の土曜日、ぜひ近所の友だちと誘いあってのげ青へ！

　小学生から若者まで誰でも利用でき

る野毛青少年交流センター。まだのげ

青に来館されたことのない地域のみな

さまに、普段の小学生が遊んでいる様

子、様 な々活動をしている中高生、大

学生年齢以上の若者たちの様子をお

伝えする展示も行う予定です。

ゲーム・クラフトを作って遊ぼう！
食べものも盛りだくさん！
やきそば／焼き鳥／かき氷／
ポップコーン／わたあめ　各 50円～ 200円

ヒーローショーも
お楽しみに！
公演時間 12:00-/13:30-

※ 小さなお子様と一緒に食事できる場所あります。

別館2Fで開催します！
ぜひお立ち寄りください！

えん

にちせい

のげ青通信とは、世田谷区野毛にある若者たちの交流スペー
ス「世田谷区立野毛青少年交流センター」の活動を中心に、
野毛地域のいろいろな情報を発信する情報誌です。 2017.7.20 発行
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Projec t

カラオ
ケ大会

昨年度より数回開催し、今ではのげ青での定番イ

ベントとなっているカラオケ大会。ステージを組

んで、照明もバッチリキメて好きな曲を歌います！

もしかしたらバンドマンの生演奏で歌えることも

あるかも？誰もが好きな曲を自由に歌えるような

雰囲気づくりを目指して活動中です。

毎月最終火曜日夕方以降での開催を目指して活動して

います！歌いたい曲を持ってきて参加してください！

ひとこ
と

INFO

5
Projec t

詞の理
解を深

める会

趣味で作詞活動をしている若者発案のプロジェク

ト。お題となる歌詞をひとりが持ち寄り、その解

釈をみんなで話し合いながら深めています。自分

とは全く違う解釈との出会いはとても面白く、チー

ムで解釈を積み上げていくことには達成感もあり

ます。将来的には自分達で作詞活動をして、のげ

青の曲をつくることが目標です！

月 2 回ペースを目指して活動中！次回は 7 月 23 日

15 時から。興味がある方は是非ご参加ください。

あなたのお勧めする歌詞を是非教えてください！
ひとこ

と

INFO
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アプロ
ーチプ

ロジェク
ト

のげ青の門から建物までの道（アプローチ）が

長くて物寂しい。そしてもっと地域の人にのげ青

がどういう場所か知ってほしい！という想いから

スタートしたアプローチ部分を賑やかにするプロ

ジェクト。現在、のげ青の説明や館内図、年表、

門から入り口までの誘導サインなどをつくること

になり、準備を進めています！

活動は不定期です。ミーティングの度にスケジュー

ル調整をして活動日を決めています。ミーティング

や制作を一緒にしてくれる仲間は随時募集中！
ひとこ

と

INFO
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Projec t

平家物
語朗読

会

平家物語を専門に学んでいた若者発案のこのプロ

ジェクトでは、現在「那
な す の よ い ち

須与一」の部分をみんな

で話し合いながら意味を解釈して読み進めいてい

ます。平家物語を文法で理解するのではなく、登

場人物や場面の流れから読んでいます。毎回、感

情を入れて役になりきって読んだり、内容を楽し

むことを大切に活動しています。

このプロジェクトは月に１回の頻度で活動していま

す。興味のある人はスタッフまで！
ひとこ

と

INFO

2
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のげ青
ラジオ

heart in heart

のげ青の日常やプロジェクトを提案する「月一会

議」で議論された内容をみんなに伝える事を目的

に月1 回収録・放送を目指して活動しています。今

年 1 月からスタートして 7 月で 7 回目。毎回ゲスト

を呼んだり、のげ青に来ている人にインタビューし

て、のげ青での出来事やおもしろかったこと、流行っ

ている事、会議の結果などを発信しています！

放送は毎週日曜日夕方頃から。収録やミーティン

グは不定期です。ラジオに興味ある人はスタッフま

で！見学、ゲスト参加などからでも大丈夫です！
ひとこ

と

INFO

1
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ホッとな
食卓プ

ロジェク
ト

みんなで食卓を囲みたい！という思いから始まっ

た「ホッとな食卓プロジェクト」は開始から 9 ヶ

月目に入り、幅広い年齢層が集っています。今で

はのげ青の庭で育てた野菜も取り入れ、メニュー

のバリエーションも豊富に！お互いが思いやりを

持ち、暖かく楽しい食卓をみんなで作り、安心で

きる場作りを目指して活動中です。

毎週水曜日午後 15 時から開始！メニュー決めから

買い物、調理もみんなでやります！

参加費 200 円！誰でも参加できます！ひとこ
と

INFO

ホッとな食卓プロジェクト

「やってみたい」の一言から始まる

若者たちの自主企画プロジェクト

ノゲセイ トライアングル！

現在進行中のものから

いくつかのプロジェクトを紹介します！

カラオケ大会

活 動 報 告
最近のげ青にて実施された
ショート・ロングコースの
活動を報告します。

5/17
WED 山月記朗読会

4 月に引き続き 2 回目の開催となりました。
山月記朗読会は「NO スマホ！ NO 辞書！」
を掲げ、意味を一切調べず、全て文脈から
読み取りながらみんなで話し合い、解釈し、
朗読するプロジェクトです。たまたま発案
者が演劇経験者だったため、感情の込め方
も教わりながら朗読しました。

6/4
SUN 目玉焼きの会

「目玉焼きに何をかけるのが一番おいしいの
か？」そんな疑問をもった若者から発案が
あり開催することになりました。当日は 10
種類以上の調味料を駆使し、一番おいしい
目玉焼きの食べ方を研究しました。やはり
定番の醤油、塩、ソースは外れなし。予想
以上においしかったのはバジルソースとの
こと。是非みなさんもお試しあれ。

6/30
SUN 大喜利

大喜利をしてみたい！という想いからス
タートしたプロジェクト。どうやら大喜利
のお題を決めるのにも何かロジックがある
らしい ･･･。そのようなことを調べながら
開催までこぎつけました。今回は用意した
お題は全てのげ青にちなんだオリジナルの
もの。当日はみんなで和気藹々とした雰囲
気で活動しました。

7/2
SUN 梅雨を撮る

5 月に開催した「せたがやを撮る」に引き
続き今回は「梅雨」をテーマに写真を撮り
に行くプロジェクトを開催しました。会場
は砧公園。スマートフォン、コンパクトデ
ジカメ、一眼レフ、チェキなど機材は様々、
それぞれが撮る被写体も様々。各々が撮り
たいものを撮りました。今後別館フュー
チャーハブで展示を行う予定です。

砧公園にて「梅雨」テーマに撮影する若者たち

のげ青ラジオ heart in heart

とは？

　ノゲセイ トライアングルは、若者
たちの「やってみたい！」を応援する
プログラムです。
　月に一回、翌月ののげ青プログラム
について話し合う、中高生以上の利用
者なら誰でも参加可能な「月一会議」、
半年に 1 回みんなの前で自分のやりた
いことを発表する「ノゲセイトライア
ングル」、それらを通じて利用者の若
者自身がのげ青の活動づくりの主人
公になっていきます。

月一会議の様子


