子ども ・ 若者…、 そしてよこはまユースを応援してくださる皆さまへ
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横浜市青少年交流センター
横浜市青少年育成センター

西区「かもん未来塾」オープン！
経済的な事情や家庭の事情など様々な理由で、十分
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第３期指定管理者の候補者に決定！
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第３期指定管理者（平成 25 年度～ 27 年度）として

間づくりや自己成長を目的とした生活体験を行う寄
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よこ

り添い型施設「かもん未来塾」が 11 月１日にオープン

はまユースが指定管理者の候補者に決定しました。

しました。

横浜市の青少年育成施策は、健全育成と合わせて課

この施設の設置・運営は、よこはまユースが受託し

題を抱える青少年への対策が重視されており、応募事

ています。主任指導員と指導員２人を中心に月曜～金

業提案に関係事業を盛り込んだ

曜の 10 時～ 19 時に開所し、様々な子どもたちと楽

施設運営を提案しました。

しみながら生活や学習を進めていきます。
学習支援ボ
ランティアや生活支援ボランティアも募集中です。多

今後、
横浜市会を経て 25 年
４月からの協定締結となります。

くの皆さまのご支援・ご協力をお願いいたします。

活動レポート
横浜市青少年育成センター
講座｢発達障がいの理解～障がいの
ある子もない子も共に育つために
できること」

連続講座｢実践から学ぶ・青少年
に関わる大人の役割」（9 ～ 11 月）
青少年の居場所づくりに携わる人
たち、延べ 100 人が学んでいます。

発達障がいの分類と特性、特別支援
教育の現状や集団の中でできることを
知りたい…
つかだ
７月に実施した冢田三枝子先生（横
浜市教育委員会 主任指導主事）の講義内容を青少年育成センターホーム
ページでもご覧いただくことができます。
http://yokohama-youth.jp/ikusei/category/report/

横浜市野島青少年研修センター
横浜市青少年交流センター

アートワークショップ「わくわくどうぶつえん」
（8 月 5・21 日）

美大生のアドバイスでポップな動物のオブジェが完
成。作品は、青少年交流センターのほか野毛山動物園
などを舞台に行われたアートフェスティバル「動物園
劇場」
（９月 29 日）の展示部門に出展されました。

野島カヌー体験キャンプ 2012（6・9・10 月／ 4 回実施）
オールの使い方や方向転換の方法など陸上での練習
後、いよいよ平潟湾に…。初めてとは思えないほどの
上達ぶりにスタッフも感心。パドリングも様になって
いますね。火起こし体験や星空観察もできて、野島の
自然を満喫した 2 日間でした。

「事業指定寄附金」
の募集
本年度からよこはまユースが実施する具体的な事業
を指定して寄附をしていただけるようになります。皆さ
まの応援のお気持ちを大切に事業に活かしてまいります。

「横浜市東部地域ユースプラザ」
運営法人に応募！
よこはま東部ユースプラザ
（地域ユースプラザ）
は、横
浜市が設置する、引きこもりや不登校など思春期・青年
期問題の第一次的な総合相談と、自立に向けた青少年の

指定事業① 野島クリスマスキャンプ

居場所運営、地域密着型活動を行う施設です。西部、南

目標額 10 万円

部、北部と順次整備され、東部
（鶴見区、神奈川区、西区、

個別支援学級に通う児童・生徒さんに野島青少年研

中区、南区）
が最後の１か所で、開所時期は平成 25 年３

修センターでの宿泊、クリスマスイベントなど集団活動

月になります。運営費は市が補助します。
運営団体は公

の楽しい体験をプレゼント。保護者同士の交流タイム

募で、平成 24 年 10 月 31 日
（水）
～ 11 月 20 日
（火）
申

も含め、
大勢のボランティアが事業を支えます。

請受付、法人選定検討会を経て平成 25 年１月中旬頃確

実施日 12 月８日
（土）
～９日
（日）１泊２日

指定事業② ハートフルスペース宿泊体験事業
目標額 10 万円

定予定です。
よこはまユースは、若者の自立支援への取組みを強化
するため、
運営法人に応募しました。

小中学校の適応指導教室（ハートフルスペース）に通

キッズ活動レポート

室する児童・生徒さんに、集団活動や宿泊体験を通して
自信や自己肯定感を育むきっかけをつかめるよう支援
します。
実施日 11 月 29 日
（木）
～ 30 日
（金）１泊２日

キッズクラブ野島交流キャンプ
（10 月 27 ～ 28 日）

指定事業③ 早期自立支援ＳＳＴ
目標額 10 万円
不登校、引きこもりがちの中・高校生が合宿・通所訓
練を通じて自立を目指す取組みを支援します。訓練・
支援の試行・検証をもとに支援プログラムの研究・開
発に取組みます。
取組時期 平成 25 年２月～２年間程度

継続寄附金を改称し「ユース賛助会費」 に変更！
旧横浜ボランティア協会、旧横浜市青少年育成協会時
代から法人を支えてくださった方々に馴染みにくかっ
た「継続寄附金」
（旧法人では「賛助会費」
）の名称を、10
月１日から「ユース賛助会費」に変更しました。引続き
ご協力をお願いします。

新春のつどい
ご案内

平成 25 年

日頃から法人を支えてくださっている旧賛助会員・関
係者の皆さまにお集まりいただき、親睦を深める機会に。
◆日 時／平成 25 年 1 月 31 日（木）
18 時 30 分から
◆会 場／ホテル横浜ガーデン 3 階『ミモザ』
◆会 費／おひとり様 4,000 円

お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください！
※詳しくは別途、関係者の皆さまにご案内申し上げます。

●編集後記●

港南台第三小・笹野台小・寺尾小・瀬ヶ崎小４キッ
ズクラブが参加。初めは緊張気味の児童もキッズ混
合ポイントラリー『のじま島の大冒険』や体を使っ
たゲーム大会でみんな笑顔に…。
（10 月 13 日）
稲刈り体験
権太坂小キッズクラブは６月
から市環境活動支援センターの
田んぼで稲の栽培と観察を続け
てきました。ようやく待ちに待っ
た稲刈りを体験。自分たちで育てたお米の味は？

青少年育成寄附金募集事業

第 52 回

チケット
残り

わずか

爆笑！濱っ子寄席

出演は、三遊亭小遊三師匠のほか平成 23 年度芸術
選奨文部科学大臣賞を受賞した柳家権太楼師匠など。
◆日 時／平成 24 年 12 月 5 日（水）
開演 18 時～ 21 時＜予定＞
◆会 場／関内ホール 大ホール
◆チケット／ A 席 2,500 円 ※全席指定
※Ｓ席は完売しております。

チケット販売・電話予約受付中！
【お問合せ・ご予約】 tel. 045‐662‐4170

今秋、育成センターと交流センターの指定管理の継続が決まり、また「かもん未来塾」の運営が
スタート。初心に帰るとともに新たなステップへ…。お力添えをお願いいたします。

