9 月以降の主な募集案内

活動に関する質問は、受付または電話、メールにてお問い合わせください。
メール contacts@ikesei-s.com
電話番号 03-3413-9504

11 月 7 日 ミニ青年文化祭 開催︕

令和 4 年 2 月 20 日（日）に開催予定のダンスフェスを
一緒に盛り上げてくれる実行委員を募集します︕ポス
ター作成から当日の司会・音響・照明など、企画・運営
を若者が行います︕ 10 月頃から活動スタート︕興味の
ある方は受付までお声がけください。

※各 1 時間 30 分（入れ替え制）

【定員】各回 50 人
【チケット申し込み開始日時】10 月 18 日（月）17:00 ～
【申し込み方法】いけせい受付にて直接申し込み（先着順）

【対象】中学生以上

【要申し込み】随時募集

※実行委員会の日程については HP・いけせい SNS をご確認ください。

ご家族分のみ申し込みいただけます。

～ひろば編～

【曜日・時間】毎週水曜日 15:00-15:30 【場所】ひろば
【対象】小学生以上
【定員】約 10 人（申し込み不要）

ネットがあるからボールとか
飛んでいかない。（12 歳）

私は音楽が大好きで、
趣味でバンド活動を
しています。中高も
オーケストラクラブ
に所属し、チェロを
弾いていました。今はギターを練習中です︕
皆さんとお話しする事がとても楽しいので、
これからも仲を深めていけたらなと思って
います︕

いけせいに新しいマンガが入るまで
若者運営委員会
やりたいことを
言ってみた︕

マンガを
増やしてほしい︕

それは「マンガを増やしてほしい」から始まった︕
若者が「いけせいをもっとこうしたい」、「こんなことがや
りたい」などを話し合う若者運営委員会。4 月に出た「マ
ンガを増やしてほしい」という意見から、その声の実現に
向け、マンガを増やす取り組みが始まりました。
委員会では数人から希望がでたものの、利用している若者
からすればごくわずか。自分たちがほしいマンガだけでは
なく他の人からも意見を取り入れるため、アンケートを実
施することになりました。ポスターなど一式を作り、貼り
だすこと約３週間。少しずつ中高生世代に浸透し、投票箱
の前であれこれ話す姿も見られるようになりました。
なんと︕
51 種類の
マンガのタイトルが
あがった︕

いけせいで
読みたいマンガ
を教えて︕

集まった回答は 72 票
第１位は『ハイキュー』に︕

外にベンチがあるのが良い︕
涼しい時、春とか秋とか休憩しながら
スポーツできる︕（15 歳）

野菜がある︕おいしそう︕（13 歳）

いけせいでは大学生世代の若者が、インターンとして学びながら活動しています。
来館する若者とも年代が近く、共通の話題も多いと思いますので、ぜひ気軽に話しかけてみてください︕

たっきー

「やりたい」を実現しよう︕

ゆるスポが楽しい︕（13 歳）

︕
教えて 魅力
の
ひろば

天気のいい日はひろばで、小学生を対象に、思わず笑っちゃうような
誰でも楽しめるスポーツ ??「ゆるスポ」を行っています。遊びの中で
「こうしたらもっとおもしろいんじゃないか」「こうしたらもっと難し
いよ」と小学生の中からたくさんの発想が生まれています︕

Sep 2021

いけせいって、どんな場所︖何ができるの︖
スペースや設備、若者が普段どのように利用して
いるのかを、若者の声と共に紹介していきます。
毎回違う場所を紹介していくので、お楽しみに︕

第１回目に紹介するのは「ひろば」です。
バスケットゴールがあることから、近隣の学校のバスケ部をはじめ、
小学生から大学生世代までたくさんの若者が利用しています。時には
中学生と高校生世代が一緒にバスケを楽しむ姿があり、スポーツを通
じて若者同士が交流する姿を見ることができます。また、モルックと
いったニュースポーツ、バドミントン、デカラケ、ディアボロなどの
貸し出しも行っており、1 人で技を磨いたり、友達とゲームをしたりと、
さまざまな形で遊ぶことができます。
そして、ひろばのまわりには花壇やベンチがあるので、休憩しながら
若者が座っておしゃべりをしたりする姿も。遊ぶだけでなく、ベンチ
でのんびりしたり、野菜の水やりをしたり…と、それぞれがマイペー
スで過ごすことのできる いけせいのひろば。ぜひご利用ください︕

インターン紹介

02

ダンスフェスティバル SETAGAYA
実行委員募集︕

若者による実行委員が中心となり、地域の方と協力しながら、
ゲームコーナーや舞台発表などを行います。なお、ご参加
頂く場合は事前に配布するチケットが必要です。
【日時】 11 月 7 日（日）①10:30②13:00③15:00 開始

探検

世田谷区立池之上青少年交流センター広報誌

若者と地域をつなぐ

ごまちゃん
犬とメンダコと吹奏
楽 ( トロンボーン )
と科博（国立科学博
物館）に行くことが
好きなリケジョです︕
勉強したいこと、知りたいことが沢山ある
ので、ぜひ皆さんに色んなお話を聞かせて
いただきたいです︕︕気軽に話しかけてく
ださい︕︕

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

特設コーナー
を設置。

投票結果を
集計中︕
1 位 全 45 巻の
購入が決定︕

集計結果を受け、第１位を購入、2 位以下は寄贈を呼びか
けることになりました。若者たちが投票結果のポスター
を作り、購入したマンガにカバーもかけ、いよいよ解禁︕
じゅうたんコーナーでゴロゴロしながら嬉しそうにマン
ガを読む若者たち。
数人の「やりたい」から始まり、いけせいに来る若者を
アンケートを通じて巻き込み、やりたいを実現した経験。
こうした経験が、これからやりたいことが出てきた時に、
その挑戦を後押しする力になればと考えています。
「やりたい」ことがでてきたら、まずはユースワーカーに
話してみてくださいね︕全力で応援していきます。

これまでに実現した企画

e- スポーツ大会

なんと中学生から大学生世代まで、のべ 21 人が参加しま
した。高校生世代が代わる代わる実況中継を行い、面白
さは倍増︕「また大会をやりたい」という声があがるほど、
盛り上がりました。
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

体験を通し、新たな価値観と出会う

クリエーターワークとは︖

クリエーターワーク

４月

マンガイラスト講座

池之上青少年交流センターに名称変更して、
初のクリエーターワーク。若者の「イラス
トを習ってみたい︕」との声を受け、すぎ
やまゆうこさんを講師に迎え実施しました。

マンガ家
すぎやまゆうこ さん

若者が新たな価値観と出会うことを目的に、世田谷にちなんだ、さまざまな
分野で活躍する人を講師に迎え、話を聞いたり、その専門性や世界を一緒に
体験する場です。「楽器を学びたい」「イラストを学びたい」など、会話の中
で出てきたやりたいことや、掲示板の『やりたいことカード』のメッセージ
などを活用しながら、若者が興味のあることや、やりたいこと、普段なかな

5月

サンバのリズム体験

軽快なリズムに、思わず体が動き出す︕
パーカッションを自在に扱う坂口 勝さんに
教わりながら、本物の楽器にふれ「サンバ」
のアンサンブルを 1 時間で完成しました。

パーカッション奏者
坂口 勝さん

かできないことをテーマに取り上げています。「こんな人と会いたい」「この
世界の話を聞いてみたい」などあったら、ぜひユースワーカーに声をかけて
ください。
いけせいでは、普段も多目的スペースを中心に、地域の方がアート体験の時
間を設けたり、ウクレレを教えてくださったりしています。わくわくするよ
うな体験、世界がひろがるような経験を、地域の方と若者みんなでつくりま
せんか︖

6月

ボードゲームの世界

いけせい と「すごろくや」さんとをオンラ
インでつなぎ、アナログゲームに挑戦︕
デジタル全盛期の時代だからこそ、
ボードゲームの魅力を体験しました︕

「すごろくや」
安本さん 宮本さん

ベースのリズムの大太鼓

「スルド」

リズムをたたき出す小太鼓

「カイシャ」

当日は小学５年生から 20 代の若者が参
加し、かっこいい・かわいいキャラクター
の描き方を教わりました。「上手く描ける
自信がないな…」と言っていた若者もい
ましたが、すぎやまさんから「眉毛、口
角の角度を変えるとガラッと変わるよ」
と、髪の毛、顔を描く時のコツなどを教
え て も ら う と「い つ も と 違 う 感 じ が す
る︕」との声が聞こえてきました。その
後会場内はペンの進む音だけが聞こえる

ほど集中している姿がありました。完成
した絵を見て「こんな風に描けたのは始
めて︕」といった声が聞かれ、マスク越
しでもわかるほどの笑顔があふれていま
した。
終わった後も参加した若者から「ここは
どうやったらもっと上手く描けますか︖」
などの質問が飛び交っていました︕

イラストでもキャラごとに個性をつけるということを聞
いて、「絵って自由なんだ」と思いました。自分の好きな
人を生み出すことのできるマンガ、ぜひ仕事にしてみた
いと思いました。（12 歳）

いけせい菜園部

久しぶりに花壇を使うとあって、
耕すのも一苦労。

まずはサンバのデモンストレーション演
奏からスタート︕ベースのリズムの大太
鼓「スルド」、活力が湧き上がるようなリ
ズムをたたき出す小太鼓「カイシャ」「ヘ
ピーキ」、そしてサンバホイッスルやベル
などの突き抜ける金属音が混ざり合い、
参加した若者は聴いている間に体が動き
出し、明るく笑顔になっていきました。
「どんな音がするのかな ?」いくつもの
楽器の名前や音色の紹介があり、演奏す

る気持ちが高まっていきます。いよいよ
ひとりずつ「ヘピーキ」をたたくことに。
「タンタンタン ! タンタンタタン ! でい
くよ」 こんな呼びかけに応え、若者もど
んどんリズムをクリアしていきます。
最後はステップを振り付け、全身でリズ
ムをとりながら、輪になって演奏を行い、
情熱のサンバをみんなで楽しむ時間とな
りました。

脳トレ的な気持ちでやりきりました。
いろんなリズムを体に吸収させたので
何か良いものを生み出せたり、表現で
きればいいなと思いました。（31 歳）

楽しかったです。やばかったよー。
音が大きくて終わった時にみんなの声
が聞こえませんでした。必ずまたやり
たい。（10 歳）

いけせい菜園部は、地域の方に種をいただいたことから始まりました。

暑かったせいか、きぬさやは 2 日で
芽が出た︕

こまめに間引くのが、成長のコツだとか。

さまざまな国のボードゲームを販売して け、自然と笑みがこぼれていました。
いる「すごろくや」さんを講師に、実際 最後は「すごろくや」さんへの質問タイム。
に遊びながらアナログゲームの魅力を紹 「これまで遊んだゲームの数は︖」などさ
まざまな質問がある中で、「ゲームが好き
介していただきました︕
前半は身近にある鉛筆と紙を使ってでき じゃないと「すごろくや」に就職できな
るゲームに挑戦。後半はオススメのボー いの︖」と言った若者もいました。今回
ドゲーム 3 種類をグループでやってみま の体験はゲームの楽しさ、面白さと共に、
した。ゲームの中で、時に敵に、時に味 「こんな仕事があるんだ」と将来の選択肢
方になったりすることで、初対面同士で を広げる機会にもなったようです。
遠慮がちだった参加者も、次第に打ち解

大きくなったぞ︕そろそろ収穫

『ゾンビキッズ』楽しかったです。『ハゲタカ※1』と『犯
人は踊る』はやったことがありましたが、ほぼ初めての人
とやったりする機会はあまりないので新鮮でした。
『フラッ
クス』と『テストプレイ※2』はおすすめです︕︕（12 歳）
※1『ハゲタカのえじき』 ※2『テストプレイなんてしてないよ』

5 月に花壇を耕すところから始め、若者と一緒に植えた
春菊、きぬさや、トマト…。７月に無事収穫することが
できました。暑い時期もジョウロを用意していると、
「水
やりをしたい︕」と声をかけてくれたり、
「もう採れる
かな︖」とバスケットボールをする合間に野菜をのぞい
たり、若者たちは日々の成長を楽しみにしていたようで
す。野菜づくりにちょっと興味がある、じっくりやって
みたいなど参加スタイルはいろいろ。冬～春にむけてど
んな野菜を植えるかなど、一緒に考えませんか︖
【活動日】主に週末の午前中 ＊スタッフへ声をかけてね。

春菊はサラダに
して食べました。
美味しかった︕
（高校生）

受付にコーナーを設け、若者や地域の方にも
お裾分けをしました。

