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のげ青の日常を

Q 若者が描いたこの作品はのげ青のどこにあるでしょうか？

NO.

地域へ伝える

2022年3月 発行

のげ青にまつわるなぞなぞを解
き明かしてのげ青の豆知識を
ゲットしよう！ わからないと
きはユースワーカーと一緒に考
えてみよう！

たくさんの人と関われる場

所なので、様々な話を
することができ、新

収穫できる大きさまでなっていまし
た。 合計するとなんと！２00 個以上
収穫することが出来たよ !

２～４

を相手ゴールに入れるか、２．白
いマグネットを２つ以上相手のス

クを自分ゴールに入れてしまったり、

のげ青では、大学生世代の若者も多
く来館するよ！それぞれが好きなこと
をやったり、 時には一緒にゲームや

スティックが倒れて操作不能になっ

お話をしたり、まったりとした時間が

た場合にも得点となります。こうし

流れているよ～！

て６点を先取したほうが勝者となり
ます。

遊び方がシンプルだけど、得点方法が多様です！特に白いマグネッ
まいます。上手くなると意図的に相手にくっつけることができるよ！

ふうか

川田 風香さん

3月13日 ( 日 ) に「第6回のげ青フェスティバル」開催するでち！ のげ青の

ン

トレ

ポ

青
ク
のげ ーパー ！
タ した
ン
12月19日（日）
「のげ青ウィンターパーク」を開催しました。
ま
ウィ 催し
毎年夏に、地域の方々に来場していただき、のげ青がどんな
開

ベ

ます。また、相手が自分のスティッ

イ

ティックにくっつけると得点になり

トは、スティックに磁石があるため、油断をするとにくっついてし

せ
ら

の
げ

にキノコの形になり、3 日過ぎると、

スティックを操作して、１．ボール

す！

んからおし
にゃ

昨年に引き続き人気だったシイタケ
を館内で育てたよ！初日で、もうすで

参加人数

鮮でとても面白いで

かわだ

のげ青シイタケ

令和４年１月

を過ごすことができます。

畑プログラムでは、サツマイモ、ヤーコン、赤大根、カ

がいるからこそ、違う毎日

ラーニンジン、ブロッコリー、キャベツ、小松菜、シイ

しめたり、いろいろな人

タケ、
ハーブといった多くの種類の作物が収穫できました。

雰囲気が変わり、2倍楽

月に実施した「のげ青ウィンターパーク」では、オリ

がいます。 時 間によって

ジナル神経衰弱カードを作製して、ゲームコーナーの出

人まで、幅広い年代の人

店をしました。収穫した野菜やシイタケ、ハーブをゲー

のげ青には、子供から大

ムの景品にしました。 か月ほど、畑作業後は準備やゲー

ム説明の練習に力が入りました。当日参加した若者から

「ルール説明をしてあんなにしゃべり続けたのは初めて

だった」「収穫物を人に配れることの楽しさや嬉しさがあっ

た」との感想がありました。のげ青ウィンターパークは

畑プログラムの参加者にはとっても良い経験となりまし

た。

KLASK（クラスク）

1

12

釣り」などを楽しむ親子の姿も見られました。ステージでは
『こまのパフォーマンス』や『アニソンイントロクイズ』で大

活動をしているのか知っていただく「のげ青縁日」を実施し

盛り上がり！ さらに大学生が『ヒーローと写真撮影』や『謎

ていますが、今年度は新型コロナウィルスの影響もあり、冬

解きラリー』を企画出店してくれて、こちらも大人気でした。

に時期を移し名前を変えて実施しました。感染予防対策と

運営に参加した普段のげ青で過ごし

して事前予約チケット制となりましたが、総勢120名以上が

ている若者たちは、子どもたちや地域の

来場してくれました！

方と交流ができ、皆さんが楽しんでいる

当日は若者が企画出店した「もぐらたたき」や「射的」
「駄

様子を見れて達成感を感じていた様子

プ、みんなが考えた企画などもりだくさん！ 詳しくは公式ホームページを

菓子釣り」などを小学生が楽しそうにやっていたり、地域団

でした。来年度は「のげ青縁日」でお会

チェックだにゃ！ 今年度ももうおしまい。次は「のげ青通信特別号」で会

体の方が出店した「ミニクリスマスツリー作り」や「ヨーヨー

いしたいですね！

日々の活動報告だけじゃなく、音楽のステージ発表やいろんなワークショッ

うでち～♪
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声優～アフレコ体験～

クリスマスパーティー2021

のげ青ウィンターパークにも参加して

挙がりました。中でもアフレコの難しさ

今年のクリスマスクリスマスパーティ

笑顔の溢れる歳時記イベントになりまし

いただいた洗足学園音楽大学の講師であ

を実感した参加者が、役になりきる為に

は、箱の中に入ってる物を当てる「箱の

た。季節のイベントをみんなで楽しむっ

り声優の亀井さんをお招きして、アフレ

はどんな練習をすれば良いか質問すると「役

中身はなんじゃらほい！」やクリスマス

てやっぱりステキですね！2022年も季

コ体験を実施しました。

になりきるためには人を観察するのが良い」

やのげ青に関わるクイズに答える「のげ

節の流れを楽しみながらみんなと過ごし
ていきたいです！

当日は30秒程度のアニメ作品をみんな

とアドバイスを頂きました。街でみかけ

青クイズ」など、みんなでチームを組ん

でアフレコしました。キャラクターの動き

る人々の様子を観察すると演技の参考に

で楽しむゲームをしました。参加者同士

に合わせて演技をするのは難しく、最初は

なるそうです。

で考え合い、相談して解答を決めるなど、

みんな苦戦している様子でした。亀井さん

参加者に感想を聞くと「声だけで感情

は参加者に「緊張しないでリラックスし

を表すのは難しかったけど、声だけで表

最後に参加者のポイントに応じて景品と

てやるのが良い。やる前に体を動かすと

現するのはすごく楽しかった。またアフ

交換しましたが、そこでも参加者同士で

緊張が解れる」とアドバイスしていました。

レコ体験したい！」と話していました。

景品の中身を見せ合い、盛り上がるなど、

様々な交流が生まれる場となりました。
面白い、
楽しい、
嬉しいが詰まったイベントでした。
クイズでは、普段遊んでいるのげ青の知らない
部分を知ることができて良かったです。また参
加したいです。 ──ショータ

練習を重ねると徐々に動きと演技が合って、
参加者は上手にアフレコしていました。
初参加した中学生女子は、憧れの職業の
人に会えて最初はとても緊張していまし
た。しかし練習をしている内に緊張が解れ、
後半は講師に積極的に質問をしていました。
最後の質問コーナーではたくさん手が

普通に生活していては知れないこと、
出来ない
ことが体験出来て楽しかったです。それに改め
て
「声優ってすごいな、
かっこいいな」
と思いました。
──黒猫

1.7 fri
かめい

亀井

よしこ

のげ青歳時記「お正月」

芳子

マウスプロモーション所属・洗足学園音楽声優アニメソングコース講師

ゲス

ト講 師

２.27 sun

のげ青歳時記「お正月」として1月

参加したみんなは童心に帰った様子で楽

4日に「書初め」を、7日に「凧作り &

しんでいました。最後を飾るのは、昨年

凧あげ」と「巨大ジェンガ大会」を行い

度の「のげ青フェスティバル」で好評だっ

ました。書初めでは今年の抱負を書く

た「巨大ジェンガ大会」
。ダンボール製

人もいれば、大きな紙に不思議な生物 !?

手作り巨大ジェンガをホールに積み上げ、

を描く人までバラエティーに富んでいま

崩れる瞬間が特に大盛り上がり！年初め

した。多摩川で予定していた凧あげでし

にふさわしい賑やかな一日となりました。

たが、なんと前日東京に数年ぶりの雪が

~ 東京オリンピック・パラリンピックに携わって ~

降ってしまい、河川敷での凧あげは残念
ながら中止に…。代わりにのげ青敷地内

2月のふらっとカレッジでは、東京オ

の長いアプローチを走って飛ばしました。

さり、参加者に見せてくれました。
参加者はメモを取りながら熱心に話を

て携わった栗城菜穂さんを講師として迎

聞く人が多く、後半の質疑応答では栗城

え、スポーツコンサルタントとして関わっ

さんの働き方やオリンピック・パラリン

たオリンピックのお仕事のことや仕事の

ピックについていろいろ質問していまし

経歴について話して頂きました。

た。参加した若者からは「オリンピック

スポーツコンサルタントとは、オリン

の表舞台しか見てこなかったけど、裏方

ピックなどのスポーツイベントを開催す

の大切さを知ることができた」などの感

る際に様々なお手伝いをする仕事です。

想が上がっていました。

栗城さんはテレビ番組の制作会社に勤
務していた経験を活かして、オリンピッ

12.28
tue

ク競技の紹介動画や聖火ランナーに配布
するガイドブックの制作、聖火マラソン

栗城

奈歩

スポーツコンサルティング

ゲス

ト講 師

1.30
sun

画力大会

鬼童子討伐物語

年末大掃除では、壁や窓、下駄箱などを

描きたいもののお題を出しあって、完成し

節分イベントでは『心・技・体』を極め、

中心に掃除しました。参加者は大掃除を

た作品をホワイトボードに貼り出し、美

参加者たちが百戦錬磨の強力な邪の力を

通じて館内が綺麗になっていく様を見て

術予備校のような形で簡単に講評を行い

宿した鬼を浄化するという、豆と鬼をテー

行った話もしてくれました。その時にも

やりがいを感じている印象でした。掃除

ました！最初は簡単なお題から始まり、段々

マにした形で開催しました。魔眼 ( まめ )

らったノベルティも当日持ってきてくだ

後は、事前に準備していた宝探しを行い、

と難易度が上がっていき最後は皆ヒーヒー

掴みや鬼ボーリング、カードゲームなど

宝の点数に応じてご褒美のカップ麺を受

になりながら描いていましたが、それぞ

で勝負をし、参加した中高生男子たちは

け取りました！

れ個性的な作品が出来上がりました！

プライドをかけた真剣勝負で盛り上がっ

また東京オリンピックの開催準備のた
なほ

１. ８
sat

大掃除

の準備などに関わっていたそうです。
くりき

──リョウガ

YOUTH REPORT

リンピック・パラリンピックに裏方とし

一人一人がジェンガを抜いていくたびにハラハ
ラして心が満たされた。
ストレス発散にいいかも！

めに平昌オリンピックに何度も見学に

一つのイベントを成功させるために何千人、何万
人の人々が携わっていたことを知りました。今まで
の経験が活かされたというお話から何事にも意
味があるのだと考えさせられました。 ── Maria

ていました！

