12 月以降の主な活動案内

活動に関する質問・申し込みは、受付・電話・メールにてご連絡ください。
メール contacts@ikesei-s.com
電話番号 03-3413-9504

「キッタ」のいけせいモニターを募集︕
お金では買えない体験で暮らしを楽しくする地域通貨
サービス「まちのコイン『キッタ』」が、7 月より下北沢
エリアで始まりました。さまざまな活動に参加するとキッ
タがもらえ、たまったキッタは下北沢のまちで日ごろで
きない体験に使うことができます。いけせいの本格導入
を前に、キッタがもらえる活動を考える若者（中学生以上）
モニターを募集中です︕ ＊サービスを利用する際は、スマートフォ

ンやタブレットとメールアドレスが必要です。

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
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いけせい公式キャラクター決定
「キャラクターがあったらなぁ」から始まった公式キャラ
クター募集。エントリーされた 10 点の作品で投票を行
い 12 月初めに結果が発表されました。接戦の末に最高
得点を得たのはペンネーム E さんの「いけ青龍」。
時に強く、時に優しく若者を見守るいけ
せいの守護神となってくれそうです。
これから 1 年間、広報誌や催しで
いけせいの顔となって活躍します。

探検 ～テニスコート編～

Dec 2021

出演者募集︕

このロゴは
中学生の若者が
作りました !

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︕

「自由利用したい︕」から始まり、
いけせいライブでの使用も︕
感染予防対策をしっかりと行ったうえで「ダンスフェスティバル
SETAGAYA」を開催します︕
コロナ禍が長引く中、若者からは「発表したいけど、催しがない」
「練
習しているけどコロナで文化祭がなくなるかもしれない」という
いけせいの屋上には眺めの良いテニスコートがありま
す。毎時 00 分から 55 分までを一枠とし、９時から
20 時まで貸し出しを行っています。家族や友達同士
でテニスをしたりと、地域の方や若者がたくさん利用
しています。また、受付でラケットやボールの貸し出
しを行なっているため、手ぶらでも気軽に利用するこ
とができます。

︕
教えて ート
コ
テニス 力
の魅

広くて静かで雰囲気が好きです︕
いつも楽しくテニスができます♡
（17 歳）

声が多く聞かれました。そこで、感染予防対策を徹底した上で、
「ダ
「テニスコートをテニス以外で使用したい」という若者の声で始まった
のがテニスコートの自由利用です。夏休みのお試し期間で毎週水曜日
と木曜日の 18 時から 20 時まで自由利用を行いました。期間中、コー
トの半分はゲームをしたり、景色を眺めたり、ゆっくり過ごすことが
でき、もう半分はキャンディーボールを貸し出し、体を動かすことが
できました。夏休み後は毎週水曜日の 18 時から 20 時までを引き続き
自由利用の時間として開放しています。
自由利用を通じて 10 月にはいけせいライブの会場としても使用しまし
た。晴れた屋上でダンスや弾き語りのパフォーマンスを見るのは普段
と違う雰囲気でとても素敵なライブになりました。

見晴らしが良くて気持ち良い︕（35 歳）

インターン紹介

大学でアカペラサー
クルに所属していま
す。昭和歌謡が好き
なので、私も︕とい
う方がいたらぜひ話
を聞かせてください。
その他にも学校のことや趣味のことなどた
くさんお話しできると嬉しいです。

きったん
中学は剣道部で、高
校では軽音部でギタ
ーを弾いていました。
ギターに関してはク
ラシック、アコース
ティック、エレキと幅広くやっていました。
ゲームや人と話すことが好きなので、皆さ
んと楽しく話したり、遊んだりできたらい
いなと思っています。

世田谷区立池之上青少年交流センター
アクセス
〒155-0032

するダンフェスを若者と一緒につくりたいと考えています。
今年から若者実行委員会を立ち上げてチラシ作成から当日の音響・
照明なども若者たちで準備し運営します。出演も１人から OK ︕
３年ぶりの「ダンフェス」を楽しもう︕

ダンフェス
について詳しく
はこちら︕

夜景が見れてきれい︕読書室の前に入口があるから
勉強の合間にいけるし、風が吹いて気持ちいい。（18 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︕

たってー

ンスを観せたい」「みんなで思い切り踊りたい」そんな想いを実現

2022 年２月 20 日（日）
〈 各回１時間 15 分 ３部制 〉
10︓00 ～ 11︓15 第１部
14︓00 ～ 15︓15 第２部
17︓45 ～ 19︓00 第３部
各部５組 計 15 組 募集
会場 烏山区民会館ホール
応募対象
過半数が区内在住・在学・在勤
の中高生世代以上の若者の団体
（10 名以下）または個人

ダンスフェスティバル SETAGAYA 実行委員も募集中︕

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

月に１～２回集まって、話し合いを行っています。音響・照明やってみたい︕
という若者や、当日の受付、案内などを行う若者も募集しているので少しでも
興味のある方、まずはいけせいにお越しください︕
みんなで一緒にダンフェスを盛り上げよう︕

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

地域とつながる

ミニ

今回のミニ青年文化祭には町会や池之上青少年会館協議
会、児童館、若者支援施設、社会福祉協議会、子育て支
援施設などたくさんの地域の方に事前準備から当日の運
営に携わって頂きました。
今回のお祭りは屋外ひろばで遊びブースを展開し、普段
見ることのない大きな遊びや手作りコーナーが並びまし
た。参加した子ども・若者たちは「楽しいから、あと 10
回やる︕」「書いてある記録に挑戦する︕」などみんな楽
しんで参加をしていました。
また、館内には地域のお知らせの特設コーナーを設け、
各団体の紹介や QR コードから HP に飛べるように工夫
したものを掲示することでいけせい以外の居場所や施設
の紹介も行いました。
コロナ禍で人や場所と出会う機会が減ってしまったなか
で遊びながら話したり、顔を合わせることでさまざまな
居場所や団体の活動を知る機会になったと思います。今
回のお祭りだけでなく今後も若者と地域がつながるよう
にしていきたいと思っています。

青年文化祭 開催︕︕

個性が光るパフォーマンス発表︕
気に入ったゲームは何度も挑戦︕

自分で好きな折り紙を選び、風車作りに挑戦︕
ひろばでくるくる回す姿が見られました︕

地域の方から信頼されてる感じがあり、みんな一生懸命で
良いですね。G バスターズは大人も面白い。ワ二ワニは AI
で動いてるって言ってたのが面白かったです笑（６歳 父）

４か月にわたる実行委員の活動
実行委員会を立ち上げ、一緒に青年文化
祭を作り上げていくメンバーを募集。ま
だ何をするかも分からない中で、「やりた
い」「やってみようかな」と 14 人の若者
が集合︕装飾・舞台・遊びの担当を決め、
どんな青年文化祭にしたいかを話し合い
をしました。

初めての集まりに
ドキドキ︕

８月

このポスターは、青年文化祭実行委員
が作りました。

どんな遊びが楽しいかな︖みんなで試してみよう︕

日比 雅子さん（コーダ洋服工房）

普段ミシンを使わないという若者が繊細な作業に悪戦苦闘︕

地域でリメイク技術が評判の、専門店「コーダ洋服工房」さんにお越し頂き、
お直しの職業の奥深さを教わった後、実際に若者達がリメイク体験を行い
ました。
「どこを縫い合わせればいいんだろう︖」と講師の人に相談をしながら、
「こ
の布には絶対この色の糸がいい︕」と自分の納得のいくまで、試行錯誤し
ながら製作を行っていました。古布を自分の好みの形のバックにしたり、
着られなくなった服をアレンジしたりと、リメイクの楽しさだけでなく、
一つのものを使い続ける大切さを学ぶ機会にもなりました。

地域の協力団体との顔合わせ。
大人の集まりに緊張…

遊びチームは、ブースに飾るのぼりを作っ
たり、ゲームのルールを考えたりしました。
事前に小学生と遊んでみたら「楽しい」
「む
ずかしいのに挑戦したい」と大盛況︕本番
が楽しみになりました。若者の「やりたい」
が段々と形になっていきました。

クリエーターワーク

仕上がりのこだわりにも、プロの目でしっかりアドバイス︕

大人も子どもも楽しんで
絵を描いていました︕

ボールを持って
スタート︕

舞台チームは触れたことのない機材に戸惑
いながらも力を合わせて本番同様にリハー
サルを行い、楽器や音響のチェック、司会
や客席誘導などの役割を確認しました。

装飾チームを中心にチラシの作成を開始。
イラストや背景をどうするのかユース
ワーカーと相談しながら、若者自身が配
色の調整をしてイラストの微妙な角度や
大きさを決めていきました。限られた時
間の中で、若者が楽しみながら納得した
チラシが完成︕
お披露目する日が楽しみでした。

ちょっと失敗しちゃったけど、10 月にやった「いけせい
ライブ」の時よりはうまくできた。全体もうまくいってた
と思う。（13 歳）

舞台チームは準備・司会
などを行いました︕

10 月

９月

いよいよ待ちに待った本番の日です。屋外ひろばでの太
鼓の演奏を皮切りに、第一部と第二部は見晴らしの良い
屋上のテニスコートで、第三部は音楽室でのパフォーマ
ンスを ZOOm 中継で披露しました。
出演者の 1 人は音楽室でギターの弾き語りをする予定を、
急遽人の出入りの多いひろばに場所を変更することに。
「何が始まるの︖」という雰囲気の中で突然始まった演奏
に、大勢の人が立ち止まって聞き入り、温かい拍手を送っ
ていました。演奏した若者も「こんな風に演奏するのは
初めてで緊張したけれど楽しかった」と話してくれ、一
体感のある盛り上がりを見ることができました。
実行委員の若者も大活躍︕機材のセッティングや観客誘
導など、見えない場所で一生懸命動き、出演者を支えま
した。

青年文化祭まで残り 1 ヵ月︕地域の協力団
体との顔合わせにも実行委員として出席。
大勢の大人の前で、緊張しながら自己紹介
をしました。準備が本格的になっていく空
気がモチベーションに繋がりました。顔合
わせの後、チームごとで作業をする姿が自
信に満ちあふれていました。
今年のテーマが「遊園地」に決定し、装飾
チームは風船を使った飾りや横断幕など、
さまざまなアイデアを出し作業に取り掛か
りました。

９月「リメイク体験」八子 高志さん

若者実行委員が中心となり、開催したミニ青年文化祭︕
若者が話し合いを重ね試行錯誤しながら、地域の方と
協力しゲームや舞台発表を行いました。

当日︕
遊びのブースでは若者実行委員会で考えた
遊びを試しながら「ピンポン玉を使った遊
びが面白いんじゃない︖」の一言から「ピ
ンポンリフティング」がうまれました︕
当日は元々用意していたものと「何回も挑
戦する人がいるから、内容を変えたい︕」
と自分たちの身近にあったものも加えたこ
とでより子どもから大人まで楽しんでいま

した︕
また、第３部限定で若者企画「フリーペイ
ント」、急遽「バルーンアート」も行いま
した。自分たちで考えて準備を行い、当日
その場で決まったことをすぐに「やってみ
る」など、若者の気持ちをいけせいは応援
していきたいと思っています。

僕たち ( 実行委員 ) の意見を１番に尊重
してくれたので、やりたいことができ
た︕とても楽しかった︕（12 歳）

皆で計画を練って進めてきたので楽し
かったです。（13 歳）

10 月「小道具制作体験」佐藤 愛さん（大道具舞台美術制作 株式会社 STart）
舞台やテレビでは欠かすことのできない美術背景︕

大道具舞台美術制作のプロをお招きし、舞台背景を制作する喜びや苦労
などを聞いた後、実際に若者達が発泡スチロールを使い制作を体験しま
した。
「何を作ろう︖」と迷ったり、「発泡スチロール、切るのが難しい」と発
泡スチロールまみれになりながら試行錯誤し、思い思いの作品を作り上
げました。講師と話をしながらの制作は笑顔と笑い声があふれ、世界に 1
つの作品の完成と共に、将来の選択肢が１つが増える学びの時間となり
ました。

最初は何を作るか悩んでいた若者も、1 人がカッティングしだすと
周りの若者も思いついたかのようにカッティング︕

