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昨年12月18日(日) 柏市青少年センターにて、

３年ぶりに小規模ながら「わんぱくこども祭り」

を開催しました。当日は寒い中にもかかわ

らず、104名と多くの子どもたちとそのご

家族に様々なアトラクションを楽しん

でいただくことができました。

体験コーナー ではストラックアウトや、紙コッ

プを使った クラッカーと割りばしを使った

スカイシャトル を作って飛ばして遊びました。

また市内小学校に 配布した「 おうちでわんぱく

こども祭り」の中 から、スライムバルーン、つ

まみ細工、バード コールの3点の材料を家で作

ってもらえるよう作成 キットにしてお渡しました。

また展示コーナーでは、『おうちでわんぱくこども祭り』の中から作品を何点か展示

しました。昼頃に急な雨も降りましたが、すぐに雨はあがり晴れ上がった空の下で、

スナッグゴルフで遊びました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

柏市青少年相談員の各活動にご興味のある

一般の方やボランティア参加希望の学生は、

info@kashiwa-soudanin.org

まで問い合わせください。 活動の詳しい内容、

開催有無や参加可否などについて、ご案内いたします。また活動

の内容によって、「ボランティア活動証明書」を発行いたします。

『With コロナ』という言葉と共に3年が過ぎました。

皆さまの生活スタイルも、私たち青少年相談員の

活動のしかたも一変してしまいました。

しかし大事のように聞こえますが長い目で見ると、

人の歴史は変化の繰り返しだと思います。

戦争や天災など世の中がひっくり返る出来事は

何度も起きてきました。その度に知恵と工夫を

凝らして、変化の波を乗り越えてきたと思います。今回の紙面で紹

介している第15回「おうちでわんぱくこども祭り」の冊子の発行と

並行して小規模でしたが第15回わんぱくこども祭り“プチ”開催とい

う対面・非対面のハイブリッド活動を成功することができました。

関わっていただいた全ての皆さまに感謝申しあげます。また紙面で

は紹介しきれない学区の事業も特色を活かし工夫しながら活動をし

て参りました。

令和5年度、柏市青少年相談員連絡協議会は、創設60周年を迎えま

す。この時代の節目にあたり、新しい時代に相応しい体験活動を提

供して参りますので、楽しみにしてください。

今後も青少年相談員連絡協議会の活動へのご協力

を、よろしくお願いいたします。（会長 中川）

昨年11月23日、土南部小と逆

井小の子どもたちと一緒に、

鎌ケ谷市「福太郎アリーナ」

で開催された「令和４年度東

葛飾地区少年の日・地域のつ

どい大会」に参加しました。

大会は、東葛飾６市の青少年

が相互に交流し成長するため

のもので、３年ぶりの開催と

なりました。

当日は「タグ鬼ごっこ」を行

いました。「タグ鬼ごっこ」

とは、背中にリボン状の「タ

グ」を付け、これを取り合う

競技なのですが、このタグの

種類と色によって獲得する点

数が変わります。そしてタグ

は背中についていますので、

相手の後ろに回らなければ、

そもそも色を確認できません。

このため、味方側のリーダー

が誰なのかを敵に悟られない

ようにしながらより多くの点

をとるために、敵のリーダー

が誰なのかを探り、これを奪

いに行く必要があります。

体力だけではなく、頭脳と

チームの連係プレーが求めら

れるわけです。最初は１日は

長いかなと思いましたが、相

談員も子どもたちとともに競

技に参加し、時間を忘れて楽

しませていただきました。

今年1月29日、コロナ禍によ

り中止となっていました第48

回市民かるた大会（小倉百人

一首）が、ラコルタ柏で３年

ぶりに開催され、バラ取りの

部に13名、競技の部に13名の

方が参加されました。

百人一首かるたとは、100人

の歌人の和歌の札を取り合う

もので、昔はお正月遊びの一

つでした。そして今は、皆さ

んの中にも「ちはやふる」の

映画を観たことがある方もい

ると思いますが、スポーツ的

なものとなっています。上の

句を読んでから下の句まで読

みあげますが、暗記している

方は、上の句の途中でもまた

たく間に札を取っていました。

来年も１月の最後の日曜日に

開催する予定ですので、興味

がある方はぜひ覚えて、参加

してみてください。

２月 お菓子教室／四中

ケーキ作り教室／西原

「変な」うんどうかい ＆

牛乳パックホットドックランチ／逆井

ボウリング大会／豊四季

ドッヂボール大会／中原

ボウリング大会／富勢

４月 新入生歓迎ボウリング大会／中原

ヘルスバレー大会／光ケ丘

５月 スポーツ大会／柏の葉

６月 手賀沼ウォーク／土

ドッヂボール大会／光ケ丘

７月 ホタル観賞会／田中

沼南わくわく体験／沼南４学区

８月 リーダーキャンプ／四中

ラジオ体操／柏の葉

直
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東葛つどい大会 第48回市民かるた大会

With
コロナ活動ぞくぞ 実施中!!く

相談員の活動への参加やご興味のある方へ

「子どもたちとともに60年の想いをつなぐ ～青少年相談員

の新時代へ～」をテーマに、記念誌発行や記念行事開催

を計画しております。今後の活動にご注目ください。

また開催に関わった全ての皆さま、

車の誘導にご協力いただきました

十余二消防団の皆さまにも、お礼

申しあげます。
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昨年12月4日、旭町近隣センター

にて小学生を対象に、松ヶ崎に本

店を構える西洋菓子処「樹杏」さ

んを講師にお招きして、「ケーキ

作り体験会」を開催しました。

低、中、高学年と３部に分かれ、

まずはスポンジ作りからお手本を

見せていただきました。そしてい

よいよ、子どもたちもクリーム塗

りと飾り付けを実体験。

柏第五中学区柏中学区

ケーキ作り体験会 世界料理教室中国編

昨年11月20日、高田近隣センター

にて柏第四小、高田小、柏第一小

の児童19名と協力者３名で「世界

料理教室 中国編」として杏仁豆腐

と水餃子作り教室を開催しました。

コロナ禍開催のため、杏仁豆腐と

水餃子を作るまでの体験をして、

それを持ち帰りご家庭で食べてい

ただく形でした。

水餃子を皮から作り、寝かせてい

松葉中学区 “基本的な感染症対策は行っているけど、大丈夫だろうか？”

With コロナの
相談員イベント

スナッグゴルフ

缶バッジを作って入場！

クラッカー
スカイ シャトル

この冊子では、今回のイベントで大好評だった工作を含め、おうちで簡単

に楽しめる工作やご家族で見て楽しめるものをたくさん紹介しています。

相談員のホームページにPDFファイルをアップしていますので、ぜひご覧

になってください。

バードコールつまみ細工

酒井根中学区豊四季中学区
昨年12月10日旭小学校家庭科

室にて、柏第二小、旭小の５・

６年生24名と保護者ボランティ

ア４名で「手打ちうどん作り&

缶バッジミラー作り」を開催し

ました。

コロナ禍開催のため、うどんを

切るところまで体験し、それを

持ち帰り各々ご家庭で食べてい

ただく形としました。

ニュースポーツ体験会

昨年の12月3日(土)酒井根近隣

センターの体育室にて、ニュー

スポーツ体験会を開催しました。

モルック、ボッチャ、ラダー

ゲッター、ビアポンとシャッフ

ルゴルフまで。体育室全面を

広々と使って少人数で行いまし

た。換気のためドアを開放した

ため少し寒かったですが、ご家

族の方も一緒になっていろんな

競技を何度も体験していました。

来ていただいた皆さんの楽しそ

うな顔が見られて、開催してよ

かったと実感できました。

酒井根中学校 駅伝日本一おめ

でとうございます。（鎗水）

11月13日(日) 松葉一小、松葉二小の子どもたち22名、

相談員7名の計29名で大型観光バスに乗って筑波にある

JAXA筑波宇宙センターとつくばエキスポセンターへ

行ってきました。（松本）

工夫をしながら 様々なイベントを楽しんでいます！

冊子PDF
はコチラ

できあがったのは、丸太の形をした

見事なチョコ味のブッシュドノエル。

残念ながら今年度唯一の学区イベン

トとなりましたが、子どもたちはも

ちろん私たち相談員も、みんなで和

気あいあいと大変楽しい一日を過ご

しました。次回は、どんなケーキを

作ろうかな～（藤嶋）

る間に杏仁豆腐を作りました。餃子は様々

な形に仕上がり、中国の作り方を学べるよい

経験になりました。

次回は日本編で、手作りうどんと

その具材（甘辛油揚げ、千切り

きゅうり）、フルーツ寒天か芋

羊羹を検討中。子どもたちも、

期待を寄せていました。（前原）

作り方動画

JAXAつくば宇宙センターバスツアー

これまでの「わんぱくこども祭り」は、毎年

約20のさまざまなイベントブースを展開し、

来場者数も1,500人を超える大イベントで

したが、コロナの流行により２年間中止せ

ざるを得なくなりました。

そんな中でも冊子「おうちでわんぱくこども

祭り」を発行し、工作などの作り方の動画を

制作して、ご自宅で「わんぱくこども祭り」

を体験し楽しんでいただけるようにして

きました。

それでも私たちはやっぱり「直接教えて

あげたい」「渡したい」という想いが

あり、規模を小さくした「プチ」わん

ぱくこども祭りを計画し、今回の開催

となりました。

当日は冊子に掲載した作品をピックアップ

しその材料をお渡しするブースや、その場

で一緒に作って遊ぶブース、体を動かして

楽しむブースなどを展開しました。

第15回おうちでわんぱくこども祭り
冊子を発刊・配布しました！

そんな一抹の不安を抱えながらの今回のJAXAバスツアー

は、私たち相談員の不安など吹き飛ばすような元気な

子どもたちの笑顔と好奇心あふれる瞳を確認することが

できたとても素敵なバスツアーになりました。

手打ちうどん&缶バッジミラー作り

うどん生地を寝かせている間に

「塗り絵缶バッジミラー作り」

と「バウンドピンポン」「射

的」のお楽しみコーナーもあり、

子どもたちも元気いっぱい楽し

んでくれました。（田口）

作り方動画

来場してくださった子どもたちの笑顔

に直接触れることができ、やっぱり

この祭りを開催して良かったと思

いました。どんな形であれ、子ども

たちを笑顔に、元気にさせるお手伝

いを、これからもしていきたいので、

来年度もわんぱくこども祭りを開催します!!

皆さんの参加をお待ちしております。

（こどものつどい部部長 押久保）

ストラックアウト

キット配布しました

スライムバルーン

作り方動画 作り方動画 作り方動画
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