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のげ青の日常を

タテのカギ

NO.

地域へ伝える

① コーラ・ビールなどの容器として使われるものは？

2020年月7 発行

② 日本の昔話でよく出てくるオレンジ色の果物は？
③ ウマノスズクサが好物の蝶はジャコウ○○○
④ 冬によく見かける電気やケーブルを使った
装飾の名称は〇〇〇ネーション
⑤ スキップ、リバースなどがあるカードゲームは？

タ テ・ヨ コ の カ ギ を よ ん で、

ヨコのカギ

謎解きしながらあてはまる文
字を入れてみよう！全部のマ

特 集

⑥ のげ青でよく見かける動物は、タヌキ、猫もう一匹は何？

スに文字が入ったら、
「こたえ」

休館期間中の
プログラム報告

⑦ 苦味が少なく、酸味の強いフルーティーな香りがする

のマスに文字をならべてみて

コーヒーの名称は？

ね！どんな言葉が完成するか

⑧ のげ青で毎月第三土曜日に行っているのは○○○〇会議

分かるかな？

⑨ 目の上にある体毛の名前は？

わからない言葉はのげ青ユー

⑩ 夏になると出てくる鳴き声が大きい虫は？

スワーカーにきいてみよう！

⑪ パリパリとした、ご飯と一緒に食べると美味しい食べ物は？
⑦

の居場所調査のため、主に

長い休館期間中も、のげ青ではなにかと

近隣地域の見回りをしようとい

大忙し…。 休館期間中のおもなプログラ

答えはフェイスブックページ

うことになり、職員全員で協議し

ムについて紹介します！

こたえ

別館で提供していたもの
今回の通信にあるよ～

た結果「のげ青 Walker」という名前
を付けて活動しました。活動を知ってもらうために、
紹介ポスターを作り、それを近隣の商店に掲示させて

の人

々
。

摩川河川敷などに1日3回見回りました。何名かの常連
の若者とはばったり会って近況を聞くことができたば
感染拡大防止のため、のげ青の

ともこ

ユースワーカー

Q1 一言お願いします

縁あって 2019 年 4 月から野毛で
非常勤として働く事になりました。
一生懸命働いています。どうぞよろ

のげ青でのあだ名はありません…。

は自分次第です。若者のやりたい

面に溢れ、夕方には西に沈む太陽

交流、ほっとひと息つく、使い方
事を一緒に考え、支援し、優しく

見守ってくれるスタッフがいます。
そのお手伝いをしているのが私達
ボラバイトです。幅広い年代の利
用者がワクワクしながらも安心出
来る居場所のげ青に、私自身楽し
んで携わっています。

かわだ

…露木です。

の光が木洩れ日となって部屋に届

Q3 好きな言葉を教えてください

きます。窓を開けると近くの多摩
川を通ってくる風は爽やかで気持

再開館後は、のげ青でお待ちしています。みんな、

れていた若者と繋がる方法の一つとして、電話で

ホッとしにのげ青に遊び

「ユースワーカーとはなそう」を実施しました。

にきてください。

実施前 Twitter やホームページで告知し、近隣の商店
にもポスターを掲示させていただいたところ、常連の若
者を中心に電話をかけてきてくれました。休館中何をし
て過ごしているか教えてくれたり、仕事先であったこと
を話してくれたり、たまには悩みであったりと、いろいろ
な話を聞かせてくれました。職員みんなが、皆さんの声
を聞けて嬉しかったです。
4月から5月にかけて外出もままならず、誰かと気軽
に話すことも難しかったからこそ、再開館した
のげ青に遊びに来て、お話聞かせてくださいね。

利用者のみんなは
どう過ごしてた？

『自由』 マイペースな性格の為、自
由が大好物です。

この自然に恵まれた空間で、一人
一人がリラックスして思いのまま
でお迎えしたいと思っています。

ピアノを弾いていた
──大学生

よりこ

暇だった。
──小学 5 年生

ボランティアバイト

ゲームざんまい！
── 20 代前半

せ
ら

のげ青には子ども・若者や世田谷区内で活動する団体を応援
するための宿泊機能
（のげ青宿泊ユースステイ）
があるのを知っ
ていますか？世田谷区に活動拠点を置いている団体で、構成
員が5人以上の団体や区・地方公共団体ならご利用になれま
す。詳しくは www.nogesei.com もしくはのげ青宿泊リー
フレットをご覧ください。

受験勉強に
あけくれていた。
──中学 3 年生

youtube を見て過ごした
──高校 1 年生

に過ごせるように、皆さまを笑顔

流矢 依理子さん

からお
ンダ
し
パ

人だ！」と手を振ってくれた小学生もいました。

ちがいいです。

ながれや

ボランティアバイト

の
げ

別館は、大きな窓に木々の緑が一

かおる

川田 薫さん

名前もみんなに覚えて貰えません。

ユースワーカーとはなそう

つゆき

露木 知子さん

Q2 あだ名はありますか？

国分寺崖線の縁に位置するのげ青

かりでなく、見回っている職員を見かけて、
「のげ青の

臨時休館が続く中、いつも利用してく

しくお願いします。

のげ青はどんな場所？勉強、活動、

のげ青オリジナルパーカーを着て、野毛町公園や多

新型コロナウィルス

令和２年６月

こんにちは、ボクのげパンダ！ボクがこれから畑の様子

をおしらせするから、みんなよろしくぽこ♪

畑プログラムは３月からお休みだったけど、６月から再

開したよ。久々にみんなの元気な顔がみられてうれしかっ

たぽこ♪６月は、ジャンボニンニク・キャベツ・ジャガ

イモ・ナスが収穫できたよ！

収穫したジャンボニンニクやキャベツはとっても大きく

ておいしそうに育ったぽこ。ナスやジャガイモは、たく

さん収穫出来て７月もいっぱいとれそうだよ。

あと冬を乗り越えたハーブは、夏も元気いっぱい！ボク

はこないだミントを無糖ソーダにいれて「ミントソーダ」

にして飲んだら、すっきりして美味しかったよ。暑い夏

い か も！ み ん な も 試 し て

みてね♥

にぴったりなドリンクぽこ。レモン汁をいれてもおいし

の

げ青

もらったり、Twitter 等で紹介しました。

ノゲセイウォーカー

にてアップします！

のげ青休館中の若者

絵を描いていた。
── 20 代後半

仕事をしていた。
── 30 代後半

犬を飼うことにした。
── 20 代後半

家でゴロゴロ寝てた。
── 20 代前半
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「ボードゲーム」とは、基本的にデジタ

ざんまい

ゲーム三昧 !

ル機器を使わずに、人と人とが一緒に遊
ぶゲームのことです。
のげ青では、人と人とのふれあい、コミュ
ニケーションを大事にしています。ボー

３月8日に予定をしていた「のげ青フェスティ
バル」が、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止となりました。

ナメント形式で行

ドゲームは、そのための大切なツールだと考え、数と質の充実

いました。

をはかっています。次号からも、のげ青通信の誌面で、のげ青

マンカラは、長

それを受け、普段からのげ青を利用している常

四角のワクの中に手前の6つのポケット（丸い穴）

連20代の若者が「フェスティバルはできないけど、

が自分の陣地、向かいの6つのポケットが相手の

代わりに何か皆で楽しみたい！」と提案をしてく

陣地で戦います。自分の陣地のうちどれか一つの

れました。
どんな内容なら皆が参加して

トのなかに石を一つずつ置いていき、先に自分の
陣地の石がすべてなくなった方が勝ちとなります。

かを職員と一緒に考えて、２日

小学生から20代の若者、そして職員も一緒に

「マンカラ大会」を実施する
ことになりました。
１日目のゲーム大会では、
キャ
ラクターを使って戦うゲームを
トーナメント形式で行い、小学生と大学生が多く

ください！

ポケットからすべて石を取り出し、右回りにポケッ

くれるか、楽しむことができる
間に分け「ゲーム大会」と

にあるボードゲームを紹介していきますので楽しみにしていて

ザ ・ ゲーム

参加人数

1～5

加わり、館内に音楽をかけて楽しみつつ、白熱し

みんなで相談しながら「数字のカードを大きい順

た頭脳戦が行われました。

や小さい順に置いて行く」協力系のカードゲーム

優勝者は小学生男子で、こちらにもバッチが贈

です。98枚あるカードを9枚以下になるまで減ら

呈されました。参加者は大会終了後もマンカラで

せればプレイヤー側の勝利となります。勝利を目

盛り上がって

指すまで、いやパーフェクトを達成するまでと何

いました。

度でも遊べるゲームです。

参加してくれました。優勝者にはフェスで使用す

協力ゲームですが、仲間に対して手札の番号につ

る予定だったバッチが贈呈されました。

いての情報を具体的に伝えることができないこと

小学高学年が低学年の子に優しくゲームを教え

が味噌です。そのことによって、的確な札が出せ
なくなりゲームの難易度が上がります。

る様子や大会終了後も２０代の若者たちと楽しく
交流し大変盛り上がりました。
２日目のマンカラ大会も1日目に引き続きトー

街コロ

参加人数

2～4

サイコロをふって、コインを獲得し、それで商店
や飲食店、畑やテレビ局などのカードを購入し、
そのカードの効果から得られる収入でまた新たな
YOUTH REPORT

施設カードを購入していきます。
最終的に他のプレイヤーより先に、自分の街を早
く発展させ「駅」や「ショッピングモール」といっ
た建設中のランドマークを全て完成させたプレイ

03.08
sun

のげ青・年表

令和元年度にのげ青で活動したことを、若者と一緒
に模造紙でまとめて、3月からフューチャーハブに
掲示しました。「畑プログラム」のような定期的に
活動しているプログラムや地域連携の時にみんなで
作成した「キャラクター紹介」などのまとめを若者
と一緒に作成しました。その他にものげ青スタッフ
がみんなに楽しんでもらうために「のげ青占い」と「ス
タッフ紹介」を作成したりしました。掲示物の中で
一番の目玉となったのは、「のげ青・年表」でした。
のげ青で実施したプログラムや参加した地域の行事
を全部まとめたため、模造紙をたくさん使用した大
きな掲示物となりました。ある利用者は、「こんな
にいろいろなことを一緒にやっていたんだね」と言
いながら年表を嬉しそうに見ていました。

ヤーが勝利者となります。
ルールが簡単で分かりやすく、使用する部品も少
ないので遊びやすく、サイコロを使うので運要素
もあって、ボードゲームに慣れていない人でも勝
利がしやすいゲームです。それでいて戦略性もあ
るので、ゲームに慣れている人でも十分に楽しめ
ます。また、
拡張版もあり長く遊べるゲームです。
畑の案内掲示板を作りました！
剪定された木から象の形をした残りを見
つけたので、
スタッフで目や鼻を描いてみました。
その名も「のげぞう」君です！！
畑とのげぞう、ぜひ見に来てね～

