7 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

青年文化祭 2022 実行委員募集︕

いけせいワゴン（売店）始めます︕

11月６日（日）開催予定の「青年文化祭」の実行委員を
募集します。昨年度は装飾・舞台・遊びのチームに分
かれ、話し合いながら企画・運営を行いました。８月
から活動を開始します。詳細は決まり次第、館内、HP、
SNS にてお知らせします。

若者運営委員会で希望が多かった「カフェが欲しい︕」
の声。まずは駄菓子などおやつを販売する売店を始め
る こ と に な り ま し た。運 営 は 就 労 支 援 プ ロ グ ラ ム
P-work※に参加している若者が行います。遊びや勉強
の合間で少しおなかがすいた時、ぜひご来店ください︕

【対象】世田谷区在住・在学・在勤の中学生以上の若者
【申込方法】名前・学年・いけせいメンバーシップ ID（未
登 録 の 人 は 住 所 と 電 話 番 号）を 記 入 し メ ー ル
（act@ikesei-s.com）又は受付でお申し込みください。

※いけせいでは、就労を目指す若者が売店の運営体験を通して、働く楽
しさと出会うことを目的としたプログラムを実施しています。

【売店情報】毎週金・日曜日 16:00-19:00 開店予定︕
多目的スペース

探検 ～学習室Ⅰ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︕

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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若者の挑戦

リラックスルームができるまで

ひとりでもグループでも、
さまざまな使い方ができるのが魅力︕
がくいち

2 階にある会議室タイプの大部屋「学習室Ⅰ」（通称「学Ⅰ」）
団体の予約利用がない時間は「自由利用」として、若者が 1
人でもグループでも 30 分を 1 単位として優先的に使うこと
ができます。使い方は 1 人で自習する人もいれば、数人で課
題をしたり、グループでカードゲームを広げたりと、実にさ
まざまです。中にはグループで使いながらも 1 人はゲーム、
1 人は勉強、また他の 1 人は音楽を聴きながら・・・と同じ
部屋で違うことをしながら一緒に過ごすという、リビングルー
ムのような使い方も見られます。
「1 階より静かだから」
「広い」
と、最近は 2 階を使う若者も増えています。
さらに学Ⅰには、壁に大きな鏡が設置されているため、長机
を寄せればダンスの練習もできます。定員数が満員になるま
では、部屋を区切りながら若者同士が一緒に使うスタイルの
ため、時には踊っている若者のパーテーションの向こうで、
体育祭の打ち合わせをするグループがいるという光景も見ら
れます。使う人の工夫で 1 人ひとりのやりたいに応えられる
「学習室Ⅰ」。あなたも自分仕様で使ってみませんか︖
︕
教えて
魅力
学Ⅰの

机が広いし、利用者が少なくて
静かだからいい︕（17 歳）

インターン紹介
たくみん
「ちはやふる」という
漫画を知っています
か︖
僕は中学・高校・大学
で、ちはやふると同じ
かるたをしています。興味ある人も知らな
い人もやったことがある人も声をかけてく
ださい︕他にもゲームが得意です。いけせ
いで挑戦者待っています︕

部屋が広いから人数が多かった時、みんなで
一緒に過ごせてよかったです‼（15 歳）

他のグループが一緒だった時は、音を出さないよ
うに気を使ってくれたので集中できた。（20 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︕

あやや
邦ロックバンドと美味
しい食べ物、寝ること
が好きな大学３年生で
す︕色々な人とお話を
することが好きで、イ
ンターンに参加しました。ずっと陸上部で
800ｍを専門に走っていたので、運動する
ことも好きです︕ぜひお話ししましょう。
よろしくお願いします︕

2022年２月に２階の相談室の活用方法につい

といった理由から「リラックスルーム」に最も

て、若者運営委員会で話し合いを行いました。

票が集まり、「柔らかいクッションとマットが欲

若者たちがやりたいことや、いけせいの使い方

しい」という意見も寄せられました。その後も

について、意見を交換し実現を目指す若者運営

定員や利用方法に関するルールなどを話し合い、

委員会。
「貸し切りたい」
「寝転がりたい」といっ

３月の春休みには若者と一緒に部屋の大改造を

た意見が出る中、より広く意見を集めるため、

し、満を持してのプレオープン︕居心地のよい

アンケートを行うことになりました。検討の結

ソファに若者からは「これは寝ますね︕」との

果、活用方法は「リラックスルーム」「シアター

声があがり、グループでまったりと利用したり、

ルーム」「フィットネスルーム」という３つの用

勉強の合間に１人でくつろいだりする姿が多く

途に候補を絞ることに決定し、高校生がポスター

見られました。若者自身が想いを伝え、さまざ

を制作しました。投票結果は「隣が自習室だか

まな人と関わりながら実現を目指す、その挑戦

ら静かな方がよい」
「疲れた時に横になれるから」

をいけせいはこれからも応援していきます。

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

相談室 Befor

月に 1 回の若者運営委員会で
使い方を話し合い !

実際に相談室をみてみよう︕

間接照明を配置してゆったり
とした雰囲気に

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

やりたいを実現できる場所
1日限定の星空カフェ OPEN

池之上青少年交流センターは若者のやりたいを応援しています。

実現にいたらなかったアイデアも数多くありますが、意見を出

昨年度は「新しいマンガを増やして欲しい︕」という声から、

すことや、試行錯誤しながら挑戦することに大きな意味があり

マンガアンケートを行い購入につなげたり、「屋上をテニス以外

ます。今回は昨年度行った若者企画の中でも、大学生世代が企

で使いたい」という声から、屋上の自由利用を始めたりしました。

画し、運営した活動を紹介します。

e - スポーツの開催に至るまで…

「星の魅力について知り、楽しんでもらいたい」
という想いを実現︕

「いけせいでゲーム大会をしたら絶対盛り上がると思う︕」
そんな一言から始まった若者企画。

ある若者とユースワーカーとの何気ない会話の中から、
「高校の時にやっていた部活を大学ではサークルとして
やろうと思ったけど、コロナ渦で活動できてないんだよ
ね。」という話があり、「だったらいけせいでやってみな
い︖」と提案したところ「私でよければやります。」と
いうことで実施が決定しました︕
準備段階では「寒いから温かい飲み物が欲しい。大人数
ではなく少ない人数で同じ世代の人が来てくれるといい
な。」と話していましたが、当日は若者以外にもポスター
を見て関心を持った小学生と保護者など 20人近くが参
加しました︕ 12 月の新月に合わせて実施したため、屋
外はなかなか冷え込みましたが、参加者は温かい飲み物
をもらって屋上へ上がりました。
星空観察はまず目を夜空に慣らすことから始まります。

屋上のライトを消すと、星や夜景がきれいに見えました︕

普段明るい所にいると見えない星も、時間が経つとだんだんと見
えてきます。みんなの目が慣れてきたところで星空観察のスター
トです︕企画した若者が、星の成り立ちや神話、星の動きの移り
変わりなどを 30 分かけて丁寧に説明しました。図鑑を持参した小
学生からは「この星は見える︖」などの質問もでました。
終了後、企画した若者からは「機会があったらまたやってみたい」
と話があり、また、ユースワーカーを通して参加者と星空に関す
る質問をやりとりすることもありました。
やりたいことから広がっていった小中学生との出会い。
参加者の楽しみはもちろんのこと
自分にとっても嬉しい経験となる
そんな豊かな時間となりました。

昨年の夏に大学生世代の若者から「たくさんの人数で盛り
上がれる e - スポーツをやりたい︕」とユースワーカーに
提案がありました。
1 か月ほど前に同じ内容で実施していましたが、その時は
対象が中学生以上だったため、小学生から「自分たちもや
りたい」と意見が挙がりました。そこでその意見を話して
みると「今回は 2 部制にして、1 部は小学生から参加、2 部
は中学生以上でやりましょう︕小学生がやるときは自分た
ちが運営をして、終わったら中学生たちと一緒に楽しみま
す︕」となりました︕企画から開催までの時間は短かった

★☆企画者の声☆★ コロナの影響で天文サークルの活動が少なかったので、このよ
うな機会をいただき、感謝しています。夜空を見上げるきっかけになればと思ってい
たところ、「東京でも星って案外見えるんだね」とおっしゃっていただき、子どもた
ちもたくさん質問してくれて嬉しかったです。

ものの自分たちでポスターを作成したり、来館した時には
自ら声掛けをしたりして準備を進め、実施の日を迎えまし
た︕
当日は大会を楽しみにしていた小学生たちが開始前から音
楽室の前に列を作り、想像以上の参加人数になりました︕
画面の前に 4 人ずつ座り、対戦してはまた列に並ぶを繰り
返していましたが、途中から急遽運営側の大学生も参戦す
ることに。すると、それまでは自分が勝つことに必死だっ
た小学生たちが、どうやって大学生に勝つかと作戦を立て
始め、団結︕面白さが増していきました。
参加した大学生世代の若者からは「想像よりたくさんの人
が来て自分も楽しめた。小学生はなかなかいけせいでゲー
ムをできる機会がないからまた企画したい」と話してくれ
ました。自分たちだけではなく、周囲も巻き込んでみんな
で盛り上がった最初の 20 代の若者企画となりました。

自分で作ったポスターを館内に貼り宣伝︕

ゴーゴーリーダーズ egg ～親子で try! ～

宇奈根の渡し

自主企画︕親子で遊べるイベントを下北沢で開催︕

多世代の若者でゲームコーナーを運営︕

ゴーゴーリーダーズ egg は、いけせいを拠点に

トリーダーが全力でゲームに挑戦したり、お客さ

今年で第９回目となる宇奈根の渡しが 5 月 8 日

20代の若者は困った様子の中学生がいると「ど

地域貢献やメンバーの「やってみたい」に挑戦す

んに積極的に声掛けをしたりするなど皆をリード

（日）に開催されました。世田谷の 3 つ の 青少年

うしたの︖」と積極的に声をかけサポートしてい

るグループです。中高生世代（インリーダー）を

してくれたお陰で、徐々にリラックス。多くの来

交流センターは若者と一緒にゲームコーナー

ました。また、今回は3 つ の 青少年交流センター

中心に、大学生世代（アウトリーダー）もメンバー

場者がゲームを楽しむイベントとなりました。

「フィッシング＆キャラキャッチ」を出店しまし

から 1 人ずつ大学生世代のインターンも参加して

をサポートする立場で活躍しています。

上の世代が活動を共にする中で経験を伝え、次世

た。いけせいからは中学生～ 20 代の若者が参加。

おり、若者たちを応援する形で運営をサポートし

5 月 のGWは下北沢駅近くの公共スペースで、親

代を育てていく。そんな異世代交流も魅力のゴー

他の交流センターの若者と一緒にゲームコーナー

ました。幅広い世代がさまざまな立場から関わっ

子対象の遊びのイベントを行いました︕街頭での

ゴーリーダーズ egg。活動に参加したい人も随

の運営を行いました。初顔合わせの人が多く、施

た宇奈根の渡し。来場者をはじめ、多くの人との

開催に初めは緊張していたメンバーですが、アウ

時募集しています‼

設外での催しは初めてという人も多い中、ある

出会いと交流を生み出す機会となりました。

リンク・パークで開催しました︕

挑戦した子に若者がコツを伝授︕

