3 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

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。
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ゴーゴーリーダーズ egg
新規メンバー募集

「キッタ」スタート︕
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、昨年 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。いけせいでは
２月のモニター活動を経て 3 月から導入を始めます。お楽
しみに︕ ＊主な対象は中学生以上です。サービスを利用する際は、
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若者と地域をつなぐ

Mar 2022

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」
に挑戦したり、地域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。
【対象】中学生～高校生世代 【活動】月 1 ～ 2 回程度
【要申し込み】随時募集

探検 ～音楽室編～

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︕

今回紹介するのは、いけせいで中高生世代に人気の部屋「音楽室」です。
音楽室では楽器やマイクの他、ミキサーなどの機材の貸し出しも行っ
ているため、気軽にかつ本格的に練習をする事ができます。音漏れを
気にせずに練習に没頭できるのも人気のポイントです︕自由利用は 30
分交代制となっていますが、若者同士で話し合い、別々のグループが
一緒に使う場面もあり、若者の交流のきっかけの場にもなっています。
また、文化祭の時期には、高校生が会議室として利用したり、照明を
調整してサイリウムダンスを行う姿などが見られました。このように
音楽室は若者の「こんなことに使ってみたい」という声から幅広い目
的で利用されています。

て︕
教え 魅力
室の
音楽

9 月には、若者が音楽室の巨大スクリーンを利用
した「e- スポーツ大会」を行いました。開放的
な部屋で行う迫力満点の大会は大変好評でした。
音楽室の活用方法はさまざま︕「音楽室でこれで
きないかな」という皆さんの声をお待ちしていま
す︕
部屋が広くて大きい鏡があるから
大人数でもダンスがしやすい︕（17 歳）

音楽室って名前だけど
色んな使い方ができる︕（17 歳）

無料でこのクオリティーのお部屋を使えるのは嬉しい︕
穴場的スポットです︕（32 歳）

ユースワーカー紹介
いけみお
１月から新しくいけ
せいに来ました。趣
味は旅行することで、
温泉旅館に泊まって
ゆっくりやすらぐの
が大好きです。ゲー
ムや漫画も大好きなので、おすすめがあっ
たらぜひ教えてください。気軽に話しかけ
てくれたら嬉しいです︕

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
でも紹介をしています。気軽に声をかけてくださいね。

ミッチー
学生時代は臨床心理
学を学んでいました。
イラストを描く事が
好きです︕ミュージ
カルや演劇、映画、
アニメ等もよく見ま
すが、涙もろいのですぐ泣いてしまいます。
小中高大とずっと埼玉だったので、世田谷
のお勧めスポットなどぜひ教えてください︕

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

若者と地域が
一緒にできること
いけせい１F のオープンエリア「多目的スペース」は、
入館手続きをすれば誰もが使えるスペースです。放
課後や休日の午後は若者が集まり賑わいますが、平
日の昼間などは仕事や家事の合間にリフレッシュを
しに訪れる社会人や地域の人も増えています。
こうした幅広い世代の人が出会い、交流できる特性
を活かして、地域の人と若者が一緒に過ごす活動を
行っています。2021 年の 12 月に実施した「初め
ての安心マージャン」もそのひとつです。若者の
「マージャンをおいてほしい」「マージャンがやりた
い」という声を地域の方へ伝えたところ、いけせい
をよく利用している方が「僕たちが行くよ︕」と申
し出てくださいました。「若い頃は徹夜でやったよ」
「今も家族でやりますよ」という２人のゲストは、
「やったことないけどやってみたい」という初心者

には手ほどきを、「勝負したい」という経験者とは
対戦を行いました。予定していた２時間はあっとい
う間に過ぎ、終了後も閉館時間まで楽しむ若者の姿
がありました。その後、マージャンの面白さは若者
の間にじわじわと広がっています。
このほかにも「若者のモノづくりをサポートをした
い」という大道具作りのプロが、不定期に自由制作
のコーナーを設ける『テーブル図工室』など、地域
の人と若者双方のやりたいをつなぐ活動も行なって
います。若者と地域とのつながりは新しい発想や活
力を生み出す可能性を秘めてい
ます。若者と地域が一緒にでき
ること。ぜひ一緒に考えてみま
せんか︖

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

ダンスフェスティバル SETAGAYA

2022 年 2 月 20 日（日）、感染予防対策をしっかりと行った
うえで、3 年ぶりに「ダンスフェスティバル SETAGAYA」を

個性豊かな 11 団体が出演︕
区内在住・在学の中学生から 20 代まで 【1 部】 1．あぼふぁ
2．深沢高校ダンス部
の 11 団体が、午前と午後に分かれて発
3．OH ︕ LA HO ︕☆
表を行いました。
4．世田谷泉高校ダンス部
感染症の広がりに合わせ、部活動が休止
5．東京都立千歳丘高等学校
になったり、練習場所が限られたりと制
約が多い中、出演者それぞれができる準 【2 部】 1．Bloomings
2．SSD team A
（世田谷総合高等学校）
備 を 進 め 当 日 を 迎 え ま し た。当 日 は
3．SSD team B
（世田谷総合高等学校）
HIP-HOP やコンテンポラリーダンス、タ
4．私はあなたのとりこ
ンツ・テアターといった個性豊かな内容
5．平行四辺形
で、これまでの練習の成果を出しきる素
6．New B. A. D
晴らしいパフォーマンスを披露しました。

開催しました。
今年度からは若者実行委員会を立ち上げて、チラシ制作から
当日の音響・照明なども若者たちで準備し運営しました。
コロナ禍で若者からは「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
う声が多く聞かれる中、感染予防対策を徹底した上で、「ダン
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
現するダンフェスを目指してきました。出演した若者たち、
そして若者実行委員、それぞれの想いが詰まったダンフェス

若者実行委員が大活躍︕
10 月に若者実行委員会を立ち上げ、定期
的に打ち合わせを行い、役割分担をしな
がら、チラシや看板の制作など準備を進
めてきました。前日のリハーサルでは出
演者と相談しながら照明を決めたり、バッ
クヤードの動線確認や安全管理の再確認
も行いました。こうして迎えた当日、若
者 実 行 委 員 が 中 心 と な り、司 会、音 響、
照明、控室への誘導、観客の受付、消毒
といった運営を行いました。

公演では、急遽発生した時間調整のため
に、会場内と外とで連絡を取り合ったり、
出演者へのインタビューや若者実行委員
の紹介を行なったりすることもありまし
た。さまざまなハプニングがある中、そ
れぞれが機転を利かせ、積極的に自分の
できることをし、仲間と声を掛け合い連
携しながら、乗り切ったダンフェス。気
持ちがひとつになっていきました。

の様子をお届けします。
【ダンスフェスティバル SETAGAYA】
日時 2022 年 2 月 20 日（日） 1 部
場所 烏山区民会館ホール

10:15 ～ 11:20・2 部

14:00 ～ 15:20

ダンスフェスティバル SETAGAYA
実行委員

受付を華やかに装飾︕

お昼休憩中はリラックス

楽曲再生のタイミングは緊張の一瞬

時間調整のため、急遽、得意のけん玉を披露︕

着替えをする控室までの動線を確認中︕
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