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のげ青はみんなの「やりたい」を叶え
られる場所です。実現には大変なこ
ともあるけれど、いろんな人がサポー
7.3
Sun

8.7
Sun

トしてくれます。私も、写真展の開催

8.14
Sun

から餃子作りまでたくさんの

バドミントンダブルス大会

ボードゲーム大会

「やりたい」を叶えられまし

物を作ることが好きな小学生から提

中高生企画の「のげとも」で活動

企画者である大学生を中心にベ

とも一緒に叶えましょう！

ジタブルカードゲームを実施して

ミニチュアづくり

た。みなさんのやりたいこ

若者・職員でランダムにペアを組

ゲームを通じて自然と交流でき、

ていてどれもクオリティが高い物が

んで大会を楽しみました。 多世代

非常に盛りあがっていました。

出来上がりました♪

の交流が深まる機会でした♪

すごく小さくて作るの難
しかったけど楽しかった！

バドミントンを通じてみん
なと仲良くなれて楽しかっ
たです！
小学生 Mさん

相手の邪魔をできたり
自分のカードの引きによっ
て、勝ったり負けたりで
きるので、
楽しかった。

中学生 Sさん

な な か

若者 Kさん

畑プログラムで

のげ青入口に掲示板があることを知っ

令和４年８月

ト・オクラ・ブルー

はナス・ミニトマ

ベリー・ラディッシュ・

物 が収 穫できました。２年ぶり

ス イ カ・ハー ブ の 作

にスイカの栽培に挑戦しました。

用したおかげで立 派なスイカが

コンポストで作 成した肥 料 を使

スイカを食べると夏 を感じまし

できました。 畑 作 業の後に甘い

店しました。のげ青で収 穫した

た。 また９月はのげ青 縁日に出

ハーブと梅を使 用した飲み物を

し、 多 くの方

販 売しました。 ドリンクは完 売

の作物を楽し

にのげ 青の畑

嬉 し かったで

んでもらえて

す。

畑で収穫したスイカ
を頂きました。赤く
てみずみずしくてとて
も美味しかったです。
若者 Eさん

最寄りの駅からのげ青まで
たどりつけるかな？

等々力駅

チャオチャオ

パルジャミーノレッジャー
ノの削りたての美味しさ
にびっくりした！
若者 Tさん

中学生 Aさん

「予想が当たった時が楽し
い！
「だませた時が楽
」
しい！」
嘘がばれたら自分のコマが
チャオチャオ
（さよなら）
となる
愉快な騙し合いゲームです。

ているかな？今回のげ青掲示板がリ
ニューアル！左側にカレンダーがあり、
その日のプログラムが書いてあります。
掲示板でのげ青の最新情報をキャッ
チしよう♪

10/30はのげ青ハロウィ
ンをやるにゃ！みんなは
どんな仮装をして遊び
に来てくれるかにゃ？
SNSを要チェックでち！

次 のページでは
若者出店の紹介
や若者実行委員
会について特集
してます！ぜひ読
んでみてね！

9.21
Wed

カーチョエペペ

し たが、今できる 範囲で考 えた企画となりま

参加者にとっても新しいのげ青での過ごし方を発見す
る機会になりました。

した。その中でも若者がデザインしたチラ

ら帰ろう！」という会話がゲーム中に何回か出るなど、

シを 若者自身 が 小・中学校に持参 し た

毎日元気に泳いでいます！

ゲームや大人向けのハーブドリン

た。 楽しい時間を過ごせたのか「もう 1 試合してか

どの若者も、忙しさに追われ

べて今ではすっかり元通り。人懐っこく

ながらも達成感に溢れ、イキ

れてしまっていたけど、エサをもりもり食

を利用して中高生のみでゲームを遊ぶことができまし

イキとした姿 が印象的でし

ラインが特徴的です。初め尾びれがちぎ

た。

ました。 特にラウンジでゲームを楽
しむ会では、 秘密基地のような空間

の活躍 が 光 りまし た！当日 は

のげ青の水槽に仲間入りしました！体の

クなどを考え制作したりと若者

今年の「きぬたま川あそび」で捕まえて、

みんなで、のんびりワイワイと楽しみ

り、小さな子どもたちが喜びそうな

カワムツ

夏 休 みはドッチビ ーを楽しんだり、
ラウンジでゲームをしたりと中高生の

３年ぶりとなる夏の縁日を開催しました！

を作りました。皆とっても器用に作っ

すがや

菅谷 菜々花さん

予想を遥かに超える多くの人に来場して頂き、

の若者まで多世代の人がボード

年交流センターが若者の活動場所であることを地域の方

日は、本館に遊びに来た中学生・

にぎやかな一日を楽しみました。のげ青縁日は野毛青少

楽しみました。 小学生から 20 代

かき氷やスイーツなど色々な食べ物

に知っていただくことを目的としています。その上で若

再開を形にした中高生が企画！当

者を中心に企画・運営を行い、作り上げていきました。

し、 バドミントンのダブルス利用

まだまだ３年前と同じようにできないこともありま

案があり、ノゲプロでは初のミニチュ
アづくりを行いました。粘土を使って、

のげ青

普段からのげ青を利用している若者たち
がブースを担当し、縁日を盛り上げてくれ
ました！そんな若者たちの声を紹介します！

お 笑 い ライブ

広報チーム
駄 菓 子ひき

ポスターを作るのが得意な中学生

が、なんと！のげ青縁日のチラシを

卓球的あて

デザインしてくれました！職員やデ
ザイナーと一緒に内容や構成を考

今回参加ができて良かっ
たです！普段見に来る人
と年齢層少しが 違って
勉強になりました。

こんなにお客さんが来
ると思っていなくて大変
だった。疲れたけど楽し
かった!

めっちゃ人が来て、疲れ
て難しかったけど楽しかっ
た！

若者 Kさん

はた け の めぐ み

小学生 Mさん

若者 実 行
委員 会の
活動 紹 介

3 年ぶりだけど大盛況だったのげ
青縁日。 舞台裏では縁日若者実行
委員会として３つのチームが活動
し、縁日を盛り上げてくれました！

初めてこんなに本格的
に作ったので難しかった
けど楽しかったです！
中学生 Hさん

営業チーム

装飾チーム

飲物販売

小学生 Tさん

えて作り上げました！

広報チームが作ったチラシ

切り絵や提灯など、館内の飾りを作

スーパーボールすくい

りました。天井に吊るした提灯には、

を母校や在籍校などに届け

ました！

がらもきちんと挨拶をしてチ

に行きました。ドキドキしな

子どもや若者に絵を描いてもらい

ラシをお渡しすることができ

ました！

若者 Nさん

売れるか不安でしたが、
好評でみんな美味しかっ
たと言ってくれて嬉しかっ
たです。

予想外に売れて大変
だったけど楽しかった！

若者 Kさん

切り絵が 得意なので、
作っていて楽しかった！

開始 から沢山の 人 が
買ってくれて嬉しそうな
人の顔を見てこちらも嬉
しくなった。

普段あまり校長先生と
話す機会がないので、
真面目に学校にチラシ
を持っていくという社会
人のような経験はとて
も貴重でした！

若者 Kさん

中学生 K さん

中学生 Kさん

8.29.Mon

ゲスト講師

石渡

史暁さん

もらい、良い所やアドバイスなどを

たことで企画が決まり、その後プロ

もらいました。

ジェクトチームを結成して進めてい

8. ６
Sat

くことになりました。当日の会場は
本館3階交流室で行い、質問に石
渡さんが答えていく、講義形式で
始め、後半は実際に仕事の依頼が
きた想定で、館内の設備の写真を

大好きなカメラ・写真を、
もっと知りたい！
もっと知ってほしい！という思いから、
こ
の企画をスタートさせました。みなさん
と一緒にカメラマンという仕事について
知れて良かったです。

撮るワークショップを実施しました。

T
B
T

チャレ ン ジ

を撮った後は、その写真を講評して

てお呼びしたいという声が挙がっ

玉川地域中高生交流事業 TBT

ン生からカメラマンの方を講師とし

e

スポー

内の写真を撮っていきました。写真

T
B
T

顔合わせ交流会「

に撮ってくるというお題で各自館

今回のふらっとカレッジは、インター

からは高校生が３人参加してくれ

撮るワークショップを実施しました。

ツ大会 」を実施し ました。のげ 青

のげ青のリーフレットの写真を新た

流しました。当日はテレビゲーム

てもらいました。ワークショップでは、

てもらい、後半には実際に写真を

て、児童館に来ている 中高生と交

ンという職業とは何か」をお話しし

だけではなく、のげ 青縁日に向け

カメラマンになったのかなどを話し

ての準備を行い、掲示物やポスター

さんを講師として迎え、
「カメラマ

備 がきっかけで、のげ 青 を 知る 中

事で石渡さんはどのような経緯で

地域連携
企 画レポ

などの作成をしました。中には準

フリーのカメラマンである石渡史暁

田 谷 地 域

高生もいたので交流会として非常

世

した。

写真を仕事にするってどういうこと？カメラマンって実際どんな人？

によい形で実施することが出来ま

カメラマン

連携団体

カメラマンという職 業

9.3
Sat

いしわた ふみあき

きぬたま川あそび
連携団体

きぬたまあそび村

8月6日に多摩川で実施された川遊びに、今年も参加しま
した。川遊びは「きぬたまあそび村」が実施している遊び
のプログラムです。川の生き物を捕まえて観察したり、川
の流れに身を任せて流れる遊びを体験しました。参加者

講義では、カメラマンとはどんな仕

が気持ちよさそうに川の流れに身を任せたり、捕まえた魚
インターン生

菅谷

やエビなどの生き物を興味津々で眺めている様子が印象
的でした。普段はなかなか体験できない川遊びを、めいっ
ぱい満喫した一日でした。

