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新年イベント

のげ青の１年間の活動を、より多くの若者に、そして地域の方々に向けて

年明け1月５日
（日）
および７日
（火）
に新年イベントの実施を計画中です。

発表するイベント「のげ青フェスティバル」を来年３月に予定しています。

「書初め大会」や「新春ゲームスペシャル」などなど。新しい年をのげ青

この1年間に実施したプログラムの発表や、施設の機能を活かしたワーク

で楽しみませんか ?! 詳しくはまたお知らせをいたします。ぜひ、ツイッ

ショップを行います。当日の参加はもちろんのこと、一緒にフェスを作っ

ターなどをチェックしてください！

2019年 12月 発行

ていきませんか？興味のある方はスタッフまでお問い合わせください。

新年ふかさわ子ども大会
年明け１月19日
（日）
に、深沢区民センターで行われる「新年ふかさわ子ども

早いもので、もう師走となりました。野毛青少年交流センターは下記の

大会」にのげ青としてあそびコーナーに出店します！ おもちつきや百人一

期間は、お休みとさせていただきます。

首大会、犬棒かるた大会に伝承遊びなどもりだくさんのお祭りを、一緒に盛

2019年12月29日（日）～2020年1月3日（金）

り上げませんか？ 興味のある方はスタッフまでお問い合わせください。

施

設紹介

菜園
スペース

のげ青

年末年始 休 館 の お 知 ら せ

の げ 青 の 人々。

のげ青の中庭にある菜園スペースの特徴

令和元年度 第1回地域懇談会を実施しました

と、このスペースを活用したプログラムに
ついてご紹介します！

げ青にのぞむこと」
「情報交換（のげ青について、若者について）
」というテー

Q1 一言お願いします

マを設け、意見交換をさせていただきました。

今年度のげ青に来ました。宝塚を観

いことを自由にやられていていいと思う」、「のげ青ならではの自然を活かし
た活動や宿泊機能を活かした活動をしてもらいたい」、「もっと活動を知って
もらうために PR をしていくべき」などの貴重なご意見をいただきました。

ブを育てました。縁日でハーブティーやハー

ユースワーカー

や池之上青少年会館の概要紹介、取り組み状況の説明の後、「これからのの

参加した方々からは「若者が自分たちで企画してすばらしい。学校では難し

ガイモ、おくら、おかのり、しそ、ハー

ひろ

石井 優

懇談会を実施しました。当日はのげ青だけでなく、希望丘青少年交流センター

へ振る舞いました。
夏は、しょうが、ナス、ミニトマト、ジャ

10月5日（土）に、子ども・若者を支援する施設や団体の方々、近隣学校、
地域児童館の方、地域の関連団体、地域住民の方にお集まりいただき、地域

ていました。またカモミールはお茶にして、
ピザ作りのイベントの際に、地域の方々

のげ青では、毎週木曜日午前10時から
12時まで「畑プログラム」を行っています。
「畑プログラム」では、若者と一緒に畑作

ることが大好きです！宝塚が好きな

業や収穫したものを調理しています。また、

方、興味ある方、語り合いましょう !
いつでもお待ちしています。

生活習慣改善などの就労支援の要素もあ

Q2 あだ名はありますか

ります。のげ青を利用する若者やせたが

いっしー

や若者サポートステーションの登録者が

Q3 のげ青でやってみたい事

参加しています。

好きなもの鑑賞会

今年の春は、キャベツ、ホウレン草、

アイドルだったり、声優だったり、
舞台だったりと好きなものをみんな

甘夏みかん、ニンジン、ネギ、カモミー

で披露しあって鑑賞会したいです！

ル、梅などを育てて収穫しました。地域
の方に「ニンジンの葉っぱを天ぷらにし

のげ青は不思議な場所です。まるで小学

て食べるとおいしい」と伺い、みんなで

生の頃にみんなと作った秘密基地のよう

実際に調理して食べたときは「美味しい！

に感じます。友達と一緒に来月行うゲー

採れたてならではの食べ方‼️」と感動し

ム大会を企画したり、学校の友達や親に

ブを使ったドリンクを出店するために、ロー
ズマリーとミントとレモングラスをたく
さん育てていました。
９月は、夏に準備したハーブレモンシロッ
プやハーブショウガシロップなどを使用
して、縁日で飲み物を販売しました。ま
た10月は野毛古墳まつりで、無料で地域
の方々にハーブを配布しました。
今後は、小松菜、スナックえんどう、
絹さや、白菜、にんにくを植えたので、
みんなで収穫して鍋を作りたいと思って
います。引き続き、カモミールなどのハー
ブも育てています。
午前中の木曜日、のげ青の自然に囲ま
れて、一緒にのんびり過ごしませんか？

は話しづらい恋愛や将来の悩みを共有し
たり…。ワクワクと安心を見つけること
のできる、自分が幼かった頃に足を運び
たかった場所だと感じています。インター
ン生である私も利用者と同じように楽し
めています！

まさと

佐藤 真都くん

10 月９日のホッとな食卓は、手作り
パンとクラムチャウダーでした！ 早
い時間から作り始めたという事もあっ
て小学生の女の子たちが手伝ってくれ
ました。今後も、小学生たちと一緒に
作れるようなものを考えたいです！

プロ
グ

インターン生

参加者の声
ム
ラ

季節によってやることは色々です。
土を耕す肉体労働から、夏に向けて
野菜の苗をたくさん育ててみたり、
採れた収穫物を皆で料理したり。
興味を持たれた方、一緒に楽しみま
しょう！

───村さん（ニックネーム）

野菜が育っているのを見るの
が楽しいです。
皆で人参をかき揚げにしたり、
ジャガイモを炒めたりする料
理が楽しく美味しかったです。
───西さん（ニックネーム）

のげ青と
地域連携

NOGESEI
TOPIC

夏から秋にかけて開催されたたくさんの地域行事に、のげ青も
利用者の子ども・若者と一緒に参加させていただきました。こ
こではそんな地域行事に参加した近況をご紹介します！

ハロウィン＠のげ青2019

「ハロウィンパーティーはじめました！」
10月31日はハロウィン！

いろんな

ところで仮装行列などの賑わいを見せて
いますが、のげ青でもハロウィンイベン
トとして、
「フェイスペイント」
「カボチャ
のバッグ作り」
「トリックオアトリート」
「ハロウィンパーティー」を実施しました。
まずは「フェイスペイント」と「カボチャ

生はそのコーナーで仮装して事なきを得
ていました。
メインは中学生以上対象の「ハロウィ
ンパーティー」としてチョコフォンデュ
を囲みました。職員も若者たちも野球ファ
ンやアニメキャラ、女子高生、魔女など
などいろんな仮装をして参加しました。
チョコフォンデュといえばバナナが王道

のバッグ作り」
。フェイスペイントは大
7.14
sun

9.7
sat

ですが、ポテトチップスや変わり種とし

きな鏡を出して、自分で顔や手に好きな

9.22
sun

おどろきとどろき祭り

ご近所出会いのマルシェ

50周年 野毛六所神社例大祭

おどろきとどろき祭りに若者と一緒に参加

今年で 3 回目の参加となる上野毛地区ご

大人神輿と子ども神輿同時開催で、記念す

しました。中学生たちが焼きそば、高校生

近所見守りネットワーク世話人会が主催す

べき 50 周年の野毛六所神社例大祭が開催

たちが飲みものを手伝いました。この日の

る「ご近所出会いのマルシェ」にのげ青紹

されました。のげ青からは休憩所の設置と

天気は雨が降ったり止んだりして不安定で

介展示ブースを設置させて頂きました。今

お手伝い、さらに子ども神輿のお手伝いで

したが、若者たちは元気よく大きな声で頑

回はのげ青縁日の前日だった為、残念な事

参加しました。普段のげ青で過ごしている

張っていました。またステージの色々な出

にのげ青の若者と一緒にマルシェへ参加す

若者も、子ども神輿の手伝いで頑張ってく

し物を若者と一緒に観られて楽しかったで

る事が出来ませんでした。マルシェはのげ

れました。参加した子どもたちも、頑張っ

す。帰り際、お祭りのスタッフに「若者た

青利用対象者とは異なった世代の方々とも

たご褒美にお菓子をもらえて、とても楽し

ちに手伝っていただいてよかった」と言っ

ふれあえる場でしたので、来年はのげ青の

そうでした。大人神輿が境内に入ってきた

ていただきうれしく思いました。

若者と一緒に参加したいです !!

ときの迫力は、鳥肌ものでした。来年も一

模様を書き込めるようにし、紙コップを
使ったバッグ作りも実施しました。地域

てあまいおせんべいにもつけてみました。
これが意外と後を引くおいしさ！最後は
新しいカードゲームで盛り上がりました。

の親子さんも遊びに来てくれました。
それから「トリックオアトリート」
。これ
はのげ青の受付で「トリックオアトリー
ト！」というと、センター長からお菓子
がもらえるというもの。でも、もらうた

仮装をしたことのある人、したことが
なかった人。いつものげ青に遊びに来る
人、たまに遊びに来る人。みんな一緒に
なって楽しめました。来年はますます仮

めには必ず仮装していなければならない
という厳しいルールが…。でも、のげ青

装グッズを増やしてお待ちしてますので、
楽しみにしていてください！

に仮装グッズを準備していたので、小学

緒に盛り上げてきたいと思います！

活動報告
若者たちの「やってみたい！」
を応援するノゲセイトライア

10.20
sun

ングルでは、若者たちが定期

11.16 11.24

10.27
sun

的に集まり、企画立案や話し
合いをしながら様々な活動を

野毛古墳まつり

チャオチャオ児童館まつり

Lights in Farm

私たちのげ青はバルーンアートと畑でとれた

玉川台児童館のお祭りに「食べたらハッ

今年も木村ぶどう園で開催された、早稲田

ハーブを配りました。特にバルーンアートは

ピー、ノゲリーヌ」として参加した駄菓子

大学卯月教授ゼミナール主催の「Lights in

小さい子たちに大人気で、ハーブも足りなく

屋は大盛況でした。何度も駄菓子やおも

Farm」に参加しました。今年で 3 回目の

なり追加で持ってくるほどの人気ぶりでした。

ちゃを購入しに来てくれる子もおり、皆の

参加です。タイトルは「みんなのキラリあ

また、出店するにあたってキャラクターを作

楽しそうな姿を見て嬉しくなりました。

つめました！

ろうという事になり、職員が「古フ・ノゲファ

子どもの店は、紙相撲や小物づくりなど

りカウンター」。一人一人テーマのあるラ

ティウス」と命名しキャラクター案を考えて

様々なお店があり、ワクワクしました。

ンプを飾り、職員考案の「サメみくじ」屋

いたところ、若者数名がキャラクターの絵を

また、準備においてはお祭りのテーマ『ド

さんを出したり、毎年参加してくれている

一緒に描いてくれました。

リームファンタジー』にちなんで命名した

若者の歴代の作品を飾ったりしました。さ

それらの絵はシールにし

「ノゲリーヌ」のキャラクター案を若者と

てブースで配りました。

考えました。

古墳まつりは盛況に終わ

来年はどんなキャラクターで出店しようか

り参画した若者も達成感

な…

のある表情だったのが印
象的でした。

お楽しみに！

のげ青 My ランプ＆ほっこ

て、来年はどんなテーマで参加しよう⁈

実施しています。ここでは近
況報告としていくつかのプロ

のげ青マスコット作り

卓球大会を開催しました！

8月の月一会議で小学生から「のげ青のマスコッ

卓球が好きな若者から月一会議での発案があり、卓

トキャラクター作り」が発案されました。

球大会を開催しました。

小学生から大学生さらにスタッフも含め幅広く

普段から卓球をしている小学生や若者たちが集まり、

キャラクター作りに参加し、29ものキャラクター

にぎやかながらも白熱した試合が繰り広げられました。

が集まりました。オリジナルキャラクターやのげ

大会終了後はそのまま練習タイムとなり、試合で負

青に関係する道具や物を疑似キャラクターにして

けて悔しがっていた参加者が、優勝した若者に熱心

描いている利用者が多かったです。

に卓球を教わっている姿も見られました。

そして本館と別館にそれぞれ展示し、多くの人に

卓球経験の有無や参加者の年齢も様々でしたが、

見てもらいました。その後投票してたくさん票を

みんなが楽しめる、のげ青ならではの卓球大会とな

もらったあのキャラに決定しました。みんなにお

りました。

ひろめの日も近いかも⁉️

グラムをご紹介します。

