の げ 青 掲 示 板
宿泊の手続 き に 必 要 な 書 類

夏季期間の宿泊可能日

夏季期間は宿泊利用が集中するため、通常期間

当選された方は、以下のお手続きが必要です。

夏季期間：7月21日（火）～8月31日（月）

と方法が異なり、
「抽選申し込み」→「結果通知」

─

上記の期間は、週２回（月・木曜日）のメンテナ

→「宿泊申し込み」となります。

○5月25日（月）までに提出する書類

ンス日を除き、下記のパターンで１泊２日の宿

「野毛センター使用申請書」
（区様式）及び 「宿泊

抽選期間：5月1日（金）～5月8日（金）
提出書類：
「夏季期間宿泊予約申込書」
※ HP で取得できます。

─

○宿泊7日前までに提出する書類

パターン１：火曜日から１泊２日

絡です。）

パターン３：金曜日から１泊２日

結果通知：5月15日
（金）
までに「結果通知書」を

○宿泊当日までに提出する書類

パターン４：土曜日から１泊２日

「保護者全員の同意を得ている旨の報告書」

特

集 記 事

初めまして。
のげパンダです。

パターン２：水曜日から１泊２日

抽選日：5月9日（土）
郵送いたします。

2020年3月 発行

泊利用が可能です。

計画書」
「宿泊者名簿」
（ 部屋割り等を含む最終人数の連

NO.

地域へ伝える

夏季期間で の 宿 泊 利 用 の 抽 選 申 込 み

─
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せい

のげ青の日常を

パターン５：日曜日から１泊２日

のげ青の若者たちで考えたマスコットキャ
COLUMN １

「のげ青クリスマスパーティー
～クリスマスはのげ青ですごしちゃお～」

ラクター「のげパンダ」をご紹介します！

の げ 青 の 人々。

「のげパンダ」はマスコットキャラクター
作りから生まれました。

似キャラにした「札束のげ」や野毛の林
に住むタヌキが、愛されるためにパンダ

8月の月一会議で小学生から「のげ青

に化けた「のげパンダ」など個性あるキャ

を作ろう＆食べよう」を行ないました。近くの小学校の1年生

のマスコットキャラクター作り」が発案

ラクターが集まりました！そして本館と

と2年生の女の子たちと、のげ青に遊びに来ている若者が参加

されました。

別館にそれぞれ展示し、多くの人に見て

12月25日（水）に小学生から参加できる「クリスマスケーキ

してくれました。ホットケーキを焼いて、生クリームを泡立てて、
フルーツを切って、最後にみんなで考えてトッピングして、素
敵なケーキが出来上がりました！ 自分たちで作ったケーキの

み

え

合田 美江さん
ユースワーカー

味はどうだったかな？

Q1 一言お願いします

夜は、中学生以上の若者でクリスマスパーティーを行ないました。

人が楽しそうに過ごしていると、自

この日のメニューはチーズフォンデュと、パンの中にピザの具

分まで楽しくなります。その感覚が

を詰め込みオーブンで焼いたシカゴピザ。クリスマストークを
楽しみながら、集まったみんなでぺろりと平らげました。
来年もクリスマスはのげ青で過ごしましょう！お待ちしています。

大好きです。だからのげ青で皆さん
が楽しく過ごせるようお手伝いをし
たいと思っています。
Q2 のげ青でやってみたい事

縄跳び大会、やさしい哲学の会

COLUMN ２

Q3 10 年後はどうなっていると思いますか

中学生だった子が、社会人になって

冬野菜を収穫しました！

いるのでしょう？

わぁ考えられな

いなー

提案してくれたのは、よくフリースペー

もらいました。

スでゲームをしたり、漫画を読んでいる

マスコット決定の投票では、できるだ

常連の小学生です。絵を描くことも好き

け公平になるように1人1回までで好きな

で今回提案してくれました！

キャラクターを2つまで選び、シールを

9月にマスコットキャラクターの募集
箱を作り、募集を行いました。
小学生から大学生またスタッフも含め
幅広くキャラクター作りに参加し、29も
のキャラクターが集まりました。オリジ

貼るルールをつくりました。そして、
10月に投票を集計した結果、たく
さんの票が「のげパンダ」に集ま
りました！
「のげパンダ」は早速、地域の

ナルキャラクターや、のげ青に関係する

お祭りにもトランプの神経衰弱のよ

道具や物を疑似キャラクターにして描い

うなゲーム「めくればラッキー！パンダ

ていました！
例えば人生ゲームのお札を疑

ペア」として出店しました！これからの
お祭りでも大活躍するかも？

最近畑作業に出る際に「今日も寒いけどがんばろう」という声

のげパンダ物語

のげ青の近くの林には１匹の若いたぬ

きが住んでいます。たぬきの日課は、の

げ青の畑でお昼寝をすること。のげ青の

でした！

畑は、静かで日当たりが良く、お昼寝に

最後まで気が抜けない白熱した勝負

はとっても良い場所です。ある日、いつ

りません！

ものように畑でお昼寝をしていると、に

となく、盤の外まで運ばなければな

ぎやかな声がきこえてきました。声がす

に音を立てたり持ち上げたりするこ

！
くね ？
し
も
よろ るか ！
ら
か 会え コ！
これ かで みポ
どこ 楽し

る方へ行ってみると、たくさんの若者が

た！ 1 本の指のみで駒を動かす際

建 物 の 中 で 遊 ん で い ま し た。
「なんて楽

フリースペースで将棋崩しをしまし

しそうなんだろう！僕も仲間に入りたい」

と思います！

とたぬきは思いました。その日からたぬ

理して鍋を食べる」のが目標なので、それを目指して頑張ろう

き は、 毎 日 建 物 の 様 子 を 見 て い ま し た。

る作業もしています。今冬は、「みんなで収穫した冬野菜を調

そして気が付いたのです。建物の名前は

また、地域の方からいただいた「渋柿」をみんなで干し柿にす

の畑を荒らすため若者に人気がないこと。

育てていますが、新しくパクチーとルッコラも育てています。

パンダがのげ青で密かに人気なこと。
「そ

水菜を育てています。引き続き、ローズマリーなどのハーブも

うだ！パンダに変身しよう。名前は、の

しゅんきょうあかながみず

（春京赤長水）
、にんにく、絹さや、スナックエンドウ、玉ねぎ、

げ青のパンダだから…のげパンダにしよ

現在、畑では冬野菜が元気いっぱいです。白菜、小松菜、大根

う！」たぬきは、早速かわいいパンダに

規則正しい生活習慣につながっていくと思いました。

変身してのげ青へ向かったのでした。

るせいか、季節に敏感になりました。改めて、畑プログラムは

「 の げ 青 」 で あ る こ と。 た ぬ き は の げ 青

掛けが定番になりました。毎週同じ曜日同じ時間に活動してい

12.11 wed
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祝！ケニア共和国独立記念56周年を
勝手に祝う会
のげ青では、様々な分野で活躍する大

ケニア料理のウガリを食べるときにスプー
ンとかフォークを使わないで手で食べると
いうことに驚いた。
ご飯を食べながらケニアのお茶の製造や
教育について学べてよかった。
─── けんざ

PROGRAM
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達は興味深々な様子でした !!

12月14日（土）、「カフェ オモンパカ

他の楽器グループも自然と同じ曲を練習

ル」さん企画による音楽イベント「おん

しはじめていたことです。最後にはみん

がくのてざわり」を開催しました。

なで１つの曲を演奏することができ、会

続いて、ケニアの伝統料理『ウガリ、

したり、講演を聞いたり、一緒に活動を

ほうれん草の炒め物、チキンのトマト煮』

するプログラム「ふらっとカレッジ」を

を作りました。ウガリはお湯ととうもろ

当日、ギターやウクレレといった弦楽

場となった創作活動室は、アコースティッ

開催しています。

こしの粉を固形物になるまで中火でひた

器や、カホンなどの打楽器が用意された

ク楽器の温かな音と、参加者たちの穏や

12月11日（水）の第2回ふらっとカレッ

すら練ります。出来上がったウガリはほ

創作活動室に15名ほどの若者たちが集

かな笑顔につつまれました。

ジでは、のげ青縁日でもご協力いただい

うれん草の炒め物やチキンのトマト煮と

まりました。

た日本ケニア交友会の富塚氏と萩原氏を

共に手で食べました。ケニア紅茶を使っ

イベントのメインとして企画された

ジシャンの方々によるミニライブの時間

講師にお招きしました。

たミルクティーとアイスティーもふるま

ワークショップでは、ゲストとしてお越

も設けられ、素敵な演奏を聞かせていた

われ、大変満足な独立記念日となりまし

しいただいたミュージシャンの方々に教

だきました。やさしいギターと歌声で奏

た♪

わりながら、参加者たちが自由に楽器を

でられる曲から、音楽の魅力をさらに身
近に感じられる時間となりました。

56年目の記念日。『ケニアファッション

のとは全然違った。

音楽イベント「おんがくのてざわり」を実施しました！

人や面白い活動を継続している人と対談

12月12日はケニア共和国が独立して

ケニアのファッションは今自分が着ている

12.14 sat
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ワークショップの後にはゲストミュー

を装い、ケニア料理を作って、みんなで

また食事をしながらケニアの歴史や食

演奏したり、歌を歌っていました。今回

ケニアの独立を祝おう！！』というコン

文化の話を伺い、ケニアについて関心を

の参加者の中には、普段からのげ青で楽

セプトでふらっとカレッジを開催しまし

持った若者が増えた様子でした。

器や歌の練習をしている若者もいれば、

が奏でる演奏や歌声など、様々な「おん

初めて楽器に触れる若者もいましたが、

がくのてざわり」があった今回のイベン

選んだ楽器を手にとり、それぞれが自分

ト。若者たちの音楽活動がさらに広がっ

の興味にあわせて楽しんでいました。

ていくきっかけになってくれたらと思い

た。
まずは、カラフルな大きい布を巻き付
けるケニアファッションを体験しました。
気になる色の布を組み合わせて自分らし

印象的だったのは、ウクレレのグルー

いコーディネートに仕上げる作業に若者

プが課題曲を決めて練習していた時に、

色々な楽器の音色や、自分や他の誰か

ます。

歌うときの発声や体のストレッチを教えて
もらいました。自分の体を楽器に見立てて
歌うというのが新鮮でした。
「アサラト」という楽器もやってみました。
初めてで難しかったけど楽しかったです。
─── みきてぃ

2.1 sat
1.23
thu

ウクレレはじめましてワークショップ

1.26
sun

2.5
wed

活動報告
のげ青発クリエイターワーク第１弾は「ウ
クレレ」を実施しました。

若者たちの「やってみたい！」

いろいろなコードを押さえていきます。こ

を応援するノゲセイトライア

れが難しくて、なかなか音が出なかったり、

クリエイターワークは、ものづくりや音

正しい音が出なかったりしました。覚える

楽・料理など幅広い創作活動をしている

コードが増えてくると、とたんに難しくな

クリエイターと体験しながら学べるワーク

りました。
「G7が押さえられた！」
「Dマイ

ショップ形式のプログラムとして、今年度

ングルでは、若者たちが定期
的に集まり、企画立案や話し

ボードゲーム大会

てくたく散歩！

鍋パーティー、
開催しました！

ナーってどうやって押さえるの？」など、

世界には様々なボードゲームがあ

1月26日にてくたく散歩を実施し

12月に開催して大好評だった鍋

みんな講師の堀さんに確認しつつ、何度

るのをご存じですか？のげ青では

ました！てくたくとは、てくてく

パーティー。2月にも再度開催し

講師にウクレレグループ「パウレレ」主

も練習し、慣れたところで曲に挑戦しまし

多種類のボードゲームを揃えてい

歩いて拓本をとることです。

ました！

宰の堀ひとみさんに来ていただき、はじ

た。一つのコードしか使わない『かえるの

ます。常連の若者が大勢でボード

町の中に石碑があり、そこに紙を

今回はキムチ鍋と豆乳鍋でした。

めての人、久しぶりにウクレレに触る人向

うた』
、二つのコードを使う『ぶんぶんぶ

ゲームを楽しみたい！と思い立っ

合わせ上から鉛筆等でこすると描

若者が提案・企画して買い出しや

より始めました。

けの講座を実施しました。

ん』から始めて、
『線路は続くよどこまでも』

た企画です。未開の島を開拓する

いたものが浮かび上がります。今

事前準備などを行い、鍋パーティー

ウクレレはギターと違って、弦が四本し

『糸』
『パプリカ』などつっかえつっかえ演

ドイツ生まれのゲーム「カタン」

回は等々力コースで野毛1丁目周

開催までに至りました。

かありません。大きさもかなり小さいので、

奏し終えた時は、達成感からみんなから

を大勢で実施し、終わるまで2時

辺を1時間で7カ所を周りました！

普段自分たちで買い物をしないメ

弾くときは人差し指の爪を使います。爪

笑顔がこぼれました。当日は、小学生か

間かかりました。途中から来た若

参加者からは「その土地の歴史が

ンバーの若者たちは、お互いにこ

で弾くのが痛い人は、講師の手作りの革

ら３０代までの若者が参加してくれました。

者はアドバイザーとして参加しま

知れてよかった。」「皆で外を歩く

れで合っているのかを確認し合い

初めてウクレレを弾きました。最初緊張し

した。最後は接戦で終了しました。

のは気持ちいい！」と大盛況でし

ながら購入していました。

てしまう部分もありましたが、指導してく

2番勝ちの若者は「次は絶対に1

た！

鍋パーティーに参加した若者たち

の柔らかいピックを使

目指してきてくれた若者もいれば、当日ふ

いました。

らっと参加してくれた親子さんもいました。

まずは簡単な Cコー

「次回もあれば、また参加したい」との

ドから練 習しました。

声がありましたので、ぜひ企画していきた

徐々に難易度を上げて

いです。今度はどんな曲に挑戦しようかな？

れたおかげで自分の技術が向上し、ウクレ
レの楽しさを実感することができました。
次回もあれば参加したいです。
─── しょうた

番勝ちになる」と意気込んでいま

世田谷区内にはこうした拓本コー

は、それぞれ和気あいあいと楽し

した。皆さんものげ青に来てボー

スが全部で40カ所あるので、こ

そうな様子でした。また次回も開

ドゲームをしてみませんか？

れからまだまだ歩きます！

催したいです！！

てくたく仲間募集中です！

合いをしながら様々な活動を
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
グラムをご紹介します。

