７月以降の主な募集案内

活動に参加したい人は、受付または電話、メールにてお申し込みください。
メール contacts@ikesei-s.com
電話番号 03-3413-9504

青年文化祭 2021 実行委員募集

山路
登りながら
11
月 77 日（日）開催予定の「青年文化祭」の実行委員
日ゲームコーナーやライブ、
を募集します。
展示、広報など、
どんな文化祭にしたいか、みんなで話し合いながら企画・
運営をしませんか︖ 8 月後半から活動を開始します。
詳細は決まり次第、館内・HP にてお知らせします。

【対象】中学生以上の若者
【要申し込み 締め切り】7 月 30 日（金）

林 亮介（りょうさん）

センター長。いろいろな人と出会い、
一緒に何かに挑戦する面白さに魅かれ、
アートプロジェクトや児童館で働いて
きました。好きなものはドーナツとコー
ヒーとものづくり。1 人ひとりが「ま
た来たい」と思える「いけせい」を、若者、地域、みんな
で作っていきたいと考えています。

下村（マミさん）
スポーツ ( 球技 ) が
好きです。休みの日
は簡単作り置きおか
ずを何品つくるかの
挑戦続行中。心のリ
フレッシュに観劇も
欠かせません。これからのいけせいの持つ力
は無限大だと信じています。自由な利用待っ
ています。

池之上青少年交流センターを中心に、中学生から高校生
世代の若者たちが主体的に活動するグループです。
食事づくりやキャンプなど自分たちの「やってみたい」
を叶えることや、地域のイベントへ参加し子どもと触れ
合うなどの地域貢献を主な活動内容としています。

さまざまな個性と経験を持った いけせい のユースワーカーです。センター内、
HP でも紹介をしています。気軽に声をかけてくださいね。

飯田 紀子（いーさん）

世田谷区立池之上青少年交流センター広報誌
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ゴーゴーリーダーズ egg
メンバー募集

【対象】中学生～高校生世代
【要申し込み】随時募集

ユースワーカー紹介

若者と地域をつなぐ

副センター長。スポーツが大好きです︕
（特に野球︕）ラジオ大好きです︕いろ
いろなことに興味を持っています︕︕来
館してくれるみなさんとたくさんおしゃ
べりをして、楽しく過ごせる場を一緒に
作っていきたいと思っています。気軽に話しかけてくださ
いね︕

金原（きんちゃん）
毎年新しいことに
チャレンジすること
をモットーに、これ
までピアノ、ギター、
ボードゲーム、カメ
ラ、ダーツなどなど
に挑戦してきました。特技はどんな曲もピ
アノアレンジして弾けること︕気軽に声を
かけてくれると嬉しいです♪

ぬでじま

好きなことは、映画
を見ることと旅行を
することです。
最近はプロジェク
ターを買って、家で
映画館気分を楽しん
でいます︕スポーツはバレーボールをやって
いました。お話しすることが好きなのでぜひ
気軽に話しかけてください︕

橳島（ぬでじー）

佐藤（ミキティー）

遊園地と変わった服
と美味しいものが大
好きです。中学、高
校と卓球部に所属し
ていたのでちょっと
だけ卓球ができま
す。みなさんとたくさんおしゃべりしたいの
で気軽に話しかけて下さい︕

こんにちは。好きな
ものはゲームと植物
で、好きな食べ物は
卵料理、好きな動物
は狐です。皆さんと
たくさんおしゃべり
をして、楽しい時間を過ごしていければ嬉し
いです。ぜひ気軽に声をかけてください︕

はじめまして︕料理・
手芸が大好きです。
食べることも大好き
です。いけせいでいっ
ぱいおしゃべりして、
みなさんと一緒に楽
しくて心地良い、いけせいを作っていきたい
です !! いつでも、話しかけてくださいね !!

増田（まっすー）

学生時代にデザイン
を学ぶと同時に写真
作品をつくりはじめ、
現在も展覧会やワー
クショップの活動を
続けています。美術・
デザイン、映画などにも興味があります。表
現することを通じて、みなさんと一緒に居場
所づくりについて考えたいと思います。

体を動かすことが好
きで小学生の時から
柔道をしていました。
最近はボルダリング
にハマっています。
室内で登ったり、本
当の岩にも登っています。
ボードゲームでは大富豪が得意です。ぜひ、
いけせいで勝負しましょう︕

居場所から地域へ
2021 年 4 月 1 日から「青少年交流センター 池之上青少年会館」は、「池之上青少年交流
センター」に名称が変更になりました。（通称︓いけせい）
若者を取り巻くさまざまな問題がある中、一人ひとりの若者が自分らしく過ごすことがで
き、「やりたい」ことに挑戦できる場所があることには大切です。若者が多様な経験を通
じて自身の成長を感じ、他者との出会いや関わりが社会と繋がっていく上で大きな礎とな
ります。
池之上青少年交流センターは、若者一人ひとりが思い思いに過ごせる場所となり、若者の
「やりたい」の実現を応援します。そして、地域へ若者の声を届け、共に若者を応援する
ことによって、若者と地域をつなぐ存在になりたいと考えています。

一人ひとり、自分らしく
さまざまな体験ができる場であるとともに、
誰もが自分らしく過ごせる居場所でありたいと
考えています。一人でマンガを読んだり、
ぼーっとしたり、仲間とゲームを楽しんだり、
※ユースワーカーとおしゃべりしたり…。
過ごし方は人それぞれです。

安齊（あんちゃん）

内村（うっちー）

佐野（ヨーヨー）

June 2021

※ ユースワーカーとは若者の活動をサポートする専門スタッフです。

「やりたい」を実現しよう
やってみたいと思ったことを
みんなで実現しよう。
仲間を募ったり、地域の力を借りながら
やってみよう。ユースワーカーが相談に
のったり、いっしょに活動します。

若者と地域をつなぎます
世田谷区立池之上青少年交流センター
アクセス
〒155-0032

東京都世田谷区代沢 2-37-18

HP
https://ikesei-s.com/

日頃から若者の声を地域に届け
若者と地域との交流の機会をつくり
若者が活躍できるような
地域づくりを目指します。

Facebook
https://www.facebook.com/ikeseisetagaya
Tel
03-3413-9504
Fax

広報誌「いけせい TIMES」では、いけせいを利用する若者の様子をお知らせします。
（年５回発行）

03-3419-0889
▲Twitter はこちら

▲HP はこちら

過ごしかた あれこれ

「やりたい」を見つけよう
ユースワーカーと話してみよう

自由利用スタート︕音楽室を使いこな そう︕
これまで登録団体が予約し利用していた音楽室、
学習室Ⅰ・Ⅱ、和室。4 月から予約のない時間帯は、
若者が個人でも自由に利用することができるよ
うになりました。この中でも特にオススメした
いのが音楽室です。センターの中で 1 番広く、
壁一面に鏡があるため、ダンスの練習にピッタ
リです。他にもグランドピアノ、ドラムを常設し、
アコースティックギター、エレキギター、ベース、
アンプ、Bluetooth スピーカーなどの貸し出し
も行っています。個人で気ままに演奏したり、
友達とバンドの練習をしたりはもちろん、偶然
居合わせた人同士でセッションなんて出会いが
あるかもしれません。ダンスや演奏が始まると
センター内に音楽が流れるのも魅力のひとつ。
さまざまな可能性を秘めた音楽室。ぜひ利用し
てみませんか︖

4 月 1 日から開館時間中は毎日、夜
の時間帯もユースワーカーが常駐し
ています。ユースワーカーは、若者
の「聞いてほしい」「どうしよう︖」
や「これがやりたい」「こうしてほし
い」といった一人ひとりの声に耳を
傾け、「やりたい」の実現に向け、全
力で応援をする専門スタッフです。
4 月は、若者の声を発信するための「い
けせいでやってみたいことカード」
を作り、掲示するコーナーも設置し
ました。日々少しずつ増えるカード
には「屋上をリラクゼーションで使
いたい」といった若者ならではの新
しい発想や、「ラッパーを呼んでほし
い」といった興味ある世界への希望
など、さまざまな声が書かれていま
した。ユースワーカーは 1 枚 1 枚の
カ ー ド に、「ぜ ひ や っ て み た い で す
ね︕」「次の月イチ会議で話をしてみ
ませんか︖」などと返事を書いてい
ます。普段の会話の中でも「やって
みたい」について、いろいろな若者

※感染症対策のため、定員を設けています。（ダンス・演奏は８人まで）
※利用する時は受付にある「自由利用申込み用紙」を書いて、手続きをしてください。

と話をすると、思わぬ所に賛同者が
いたり、アイデアが広がっていった
りしています。
そこで、これからは少しずつ、こう
した希望を実現させていくためのプ
ロセスを若者と一緒に考えたいと
思っています。実現に向けて仲間を
募る、どんなことがやりたいのかア
イデアをまとめる、実現に必要なモ
ノや手続きなどを洗い出す、などな
ど。プランがまとまっても、いざ動
いてみたら上手くいかなかった︕な
んてこともしばしば出てくるのでは
ないでしょうか。そんな時は仲間と
知恵を出し合い、さまざまな人に助
けてもらいながら、打開策を考えま
す。時に悩んだり、笑ったりするこ
とも、自分で取り組むからこその面
白さと言えるでしょう︕そんな経験
をぜひ一緒にしてみませんか︖
まずは「一緒にゲームしよう」「聞い
てよ～︕」で OK ︕気軽にユースワー
カーに話しかけてみてください。

月イチ会議始動︕

思いきり体を動かそう

月に１回「やってみたい︕」ことや「いけせいの
使い方」などを話し合う「月イチ会議」を実施し
ています。初回の活動は中高生世代以上の時間帯
になる 18 時からスタート︕参加した中学生、高
校生世代の若者から「ゲーム大会をやりたい︕」
「テニスコートをテニス以外でも使わせてほし
い︕」などたくさんの意見が出てきました。
「月イチ会議」で出た意見は 2 階で見ることがで
き、意見に共感した人が貼ったシールがたくさん
集まると、プロジェクトとして始動します︕
みなさんの意見でいけせいを変えてみませんか︖

いけせいで若者にダントツ人気のスポーツは、バスケットボー
ル、卓球、テニスです︕ひろばにあるバスケットゴールが自由
に使えるため、同級生や部活仲間と集まってプレーする中学生・
高校生世代が多くいます。また、屋上には 55 分単位で貸し出
しをしているテニスコートがあり、頭上に広がる空と風を感じ
ながらプレーが楽しめます。テニスと卓球は道具を貸し出して
いるので、スポーツシューズであれば、手ぶらでフラリと来て
も利用することができます。屋内にいることが多くなりがちな
この時期だからこそ、好きな時に思い切り体を動かして、気持
ちをリフレッシュ︕

写真
（鏡、もしくは、ダンス）

※悪天候時の利用休止や満員による予約受付終了のお知らせを、Twitter と Instagram で発信
しています。フォローすると便利です︕

ゆるスポ

YOG

いけせい菜園部
「ゆるスポ」は、思わず笑っちゃうような誰
でも楽しめるスポーツです。毎週水曜日の
15 時からひろばで行っています。4 月は、
大縄を飛んだりとピンポン玉リレーなどをみ
んなで楽しみました。なにをやるかはその日
のお楽しみです︕
ぜひ参加してみてください。
日時︓毎週水曜日
対象︓小学生

15:00～15:30

ひろばの一角で、地域の方から分けていただ
いた種や苗を育てています。「今が蒔き時だ
よ」とアドバイスをいただき、スタッフが準
備をしていると、若者が「いっしょにやる
よ︕」と声をかけてくれました。雑草の生い
茂った花壇の草を抜き、土を掘り起こし、種
まきをいっしょに行いました。このところの
暖かさで、芽が出てきた野菜もあります。日々
成長する野菜をぜひ見に来てください。

(Youth center Online Games)

5 月 5 日（水）に野毛青少年交流センター、
希望丘青少年交流センターをオンラインで繋
ぎ、ゲーム大会を行いました。今回はいけせ
い で 活 動 し て い る「ゴ ー ゴ ー リ ー ダ ー ズ
egg」のメンバーが企画・運営を行い、身近
なモノを使った 2 つのゲームに挑戦しまし
た。カメラに撮られながらだと緊張してしま
う挑戦者が得点を決めると、３つの会場から
歓声が上がり、みんなで盛り上がりました︕

