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※みなさんの中に学校・学年を越えた素晴らしい絆が生まれますようにという願いをこめて。 

 

こんにちは。美浦村教育委員会 生涯学習課の佐藤（さとう）です。今年度１年間、「ＭYL（美浦村ユ

ース・リーダー）」のメンバーのみなさんと活動していくことになりました。今年の MYL は、中学生か

ら高校生まで合計 9名が登録しました。どうぞよろしくお願いします。 

第１回ＭＹＬ開級式＆筑波山登山引率 活動報告  

去る５月１２日（土）に、第１回ＭＹＬの活動として、

ジュニア・アカデミー3２名、ユース・リーダー１名が参加

し、ＭＪＡ（美浦村ジュニア・アカデミー）筑波山登山引

率を実施しました。 

当日は、初めに中央公民館学習室でＭＪＡ・ＭＹＬ合同

開級式を執り行いました。教育委員会 糸賀教育長のあいさ

つの後、みなさんの自己紹介では趣味や特技などを発表し

てもらいました。そして「ジュニアカのおきて」など、注

意事項の説明を行い、開級式が終わると、バスに乗って筑

波山に向かいました。 

当日は天候に恵まれたことで登山客が多く、他の登山

者と道を譲り合いながらの登山となりましたが、みなさ

んあいさつを忘れずマナーを守って登ることができまし

た。ユース・リーダーの方は、先頭集団になって登ったり、

後から登るMJAメンバーの所まで戻ってきたりと、険し

い山道を何度も往復しながら MJA メンバーのみなさん

を見守ってくれました。 

数日前までの雨が残っていて、ぬかるんでいる所もあ

り転んでしまった方もいましたが、全員怪我なく登頂す

ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回のＭYLの活動予定は… 

さて、次回は平成 30年 6月 30日（土）に中央公民館周辺で環境美化活動を行います。MJA親子参

加の活動であり、青少年育成関係者、ボランティア団体等も参加しますので、MYLのみなさんもぜひ親

子でご参加ください（MYLメンバーのみの参加もOKです）。 

当日は、朝早く中央公民館に集合して、屋外を約３km 歩きながらゴミ拾いを行います。参加者には、

飲み物と軽食をご用意します。みなさんの暮らす美浦村を、みなさんの手できれいにしましょう！ 

それでは、次回のMYLもみなさんのご参加をお待ちしております！ 
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※みなさんの中に学校・学年を越えた素晴らしい絆が生まれますようにという願いをこめて。 

 

第２回美浦村ユース・リーダー 環境美化活動 

平成 30年 6月 30日（土）、第２回ＭYLの活動と

して、環境美化活動を実施しました。ジュニア・アカデ

ミー25組 36名、ユース・リーダー5名のほか、青少

年育成関係者、ボランティア団体、生涯学習課職員を含

めると総勢 80名を超える方々が参加しました。 

当日は午前 7時 30分に公民館に集合し、活動にあた

っての注意点とスケジュールの全体説明を行いました。

その後は３班に分かれて公民館を出発し、地域の方々と

一緒に約 3㎞の道のりを歩きながらごみ拾いをしていき

ました。 

早朝の作業でしたがこの日は朝から気温が高

く、草刈前の生い茂った雑草もあり大変でした

が、みなさん一生懸命ごみ拾いをしてくれまし

た。お疲れ様でした。 

公民館に戻ったみなさんに感想を聞くと、「た

ばこの吸い殻が多い」との声が…。一歩間違えれ

ば火事の危険もあるたばこの吸い殻。マナーを守

って吸ってほしいですね。 

みなさんのおかげできれいな美浦村になりまし

た。お疲れ様でした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回のＭYLの活動予定は… 

次回はついに宿泊学習です！平成 30年 8月 17日（金）から 18日（土）の 1泊 2日で茨城県立

中央青年の家で行います。野外炊飯やテント泊、ナイトハイキングを予定しています。また、2日目に

は宇宙センター（つくば市）の見学も予定しています。 

また、8月 28日（火）には保育所体験もあります！夏休みもみんなで楽しい思い出を作りましょ

う！それでは、8月のユース・リーダーでお待ちしています♪ 

平成 30年度 
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※皆さんの中に学校・学年を越えた素晴らしい絆が生まれますようにという願いをこめて。 

第３回美浦村ユース・リーダー 宿泊学習 in 茨城県立中央青年の家 

平成 30年 8月 17日（金）から 18日

（土）にかけて、第３回ＭＹＬの活動として、

宿泊学習を茨城県立中央青年の家で実施しまし

た。ジュニア・アカデミー30名、ユース・リ

ーダー5名、生涯学習課職員 6名の合計 41名

が参加しました。 

9時 30分に中央公民館を出発し、10時

30分に中央青年の家に着いて職員の説明を聞

いた後、さっそくテント張りを行いました。初

めてのテント張りに苦戦するMJAメンバーが

いると、気づいて手助けをしてくれるなど、し

っかりとみんなをまとめてくれました。 

昼食は持ってきたお弁当をテントや体育館で食べ、午後に

は山歩きゲーム「山ビンゴ」と野外炊飯のカレー作りを行い

ました。山ビンゴではコースの巡回をしてもらい、ひとつで

も多くのビンゴを作ろうと奮闘するMJAメンバーの安全を

見守ってくれました。野外炊飯では、MJAから大変な作業

などを頼られて大忙しな人もいましたが、どの班もおいしい

カレーを作ることができました。片付けも率先して動いてく

れて、予定より早く終わることができ、ナイトハイクも開催

することができました。 

夜は雨や猛暑の心配もなく、MYLでは数年ぶりにテント

泊をすることができました。夜間は気温が低く、ちょっと寒

いくらいでしたが、きれいな星空と夜景が見える場所でのテ

ント泊は、いい思い出になったのではないでしょうか。 

2日目はテントを片づけ、創作活動としてブーメラン作りを

し、お世話になった中央青年の家をあとにしました。午後には

筑波宇宙セ

ンターへ向

かい、本物

のロケット

や人工衛星

の模型、実

物大の国際

宇宙ステー

ションなど

を見学しま

した。 

1泊 2日という短い時間でしたが、皆さんしっかりと

MJAメンバーの引率、積極的な活動をしてくれ、素晴らし

い宿泊学習にすることができました。2日間お疲れ様でし

た！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回美浦村ユース・リーダー 保育所体験 

平成 30年 8月 28日（火）、第 4回ＭYLの活動として保育所

体験を実施し、木原保育所 1８名（ジュニア・アカデミー1８

名）、大谷保育所 16名（ジュニア・アカデミー13名、ユース・

リーダー3名）が参加しました。 

当日は午前 9時

に各保育所に集合

し、それぞれ担当

となったクラスで

保育所体験をしま

した。MYLの皆さ

んには 1歳から 2

歳の幼い子ども達

のクラスを担当し

てもらいました

が、皆さんお兄さ

んお姉さんとして

優しくお世話をすることができました。 

体験を終えた皆さんからは、小さい子への接し方や、時には怒

ってあげることも必要だということなど、この体験を通して様々

なことを学ぶことができたとの声を聞くことができました。 

 

 

平成 30 年度 

第３号 
（拡大号） 

 

 

小さなことを手伝ってくれる 

ジュニアカの人がいて、 

頼ることもできるんだなあと 

思った。 
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※みなさんの中に学校・学年を越えた素晴らしい絆が生まれますようにという願いをこめて。 

 

第５回美浦村ユース・リーダー 竪穴住居復元プロジェクト 

平成 30 年 9 月 15 日（土）、第 5 回ＭYL の活動として、竪穴住居復元プロジェクトに参加しました。ジュニ

ア・アカデミー25名、ユース・リーダー4名の合計 29名が参加しました。 

このプロジェクトは、昨年 11 月に焼失してしまった陸

平貝塚公園内の竪穴住居を復元する住民参加のプロジェク

トとして、今年 4 月から始動しました。ＭＹＬが参加した

この日は、あいにくのお天気で復元作業はできませんでし

たが、普段は見ることのできない竪穴住居の骨組みなどを

見たり、竪穴住居の造り方や材料など、学校の授業では教

わらないことを学ぶことができ、貴重な体験をすることが

できました。 

見学後は、文化財センターへ移動し、陸平貝塚の発

掘・調査の様子を映したビデオを視聴し、その後は縄文

時代に作られていた楽器・土笛作りを体験しました。初

めて土笛作りをした方もいたようで、皆さん楽しく作業

でき、素敵な作品ができましたね。 

皆さんの作った作品は、職員の手で大切に焼いて完成させ、

今後のＭＹＬで皆さんにお渡しいたしますので、楽しみにし

ていてくださいね。 

 

 

 

 

 

次回のＭYLの活動予定は… 

次回は年明け 1月 26日（土）に電車での移動学習として、JICA地球ひろば（東京都新宿区）に向かいます！

MYLの皆さんには、本番の前に経路の確認などのため、下見にも参加してもらいます。下見は 1月 5日（土）に

行います。今年 4月にお知らせした予定と日時が変わりましたので注意してください。 

JICA地球ひろばは、世界が直面する様々な課題や、開発途上国と私たちとのつながりを体感できる場所です。

当日は、国際協力活動経験のある「地球案内人」の案内の下、普段見ることの少ない日本以外の国々の姿に目を向

けてみましょう。 

今年は大変お世話になりました。新年もMYLで一緒に学んでいきましょう♪よろしくお願いします。 

 

第 6回美浦村ユース・リーダー 文化祭運営ボランティア 

平成 30年 11月 3日（祝）に、第 41回“みほ”産業文化・スポーツフェスティバルが開催され、ユース・リ

ーダー4名がMYLの活動として運営のボランティアを行いました。 

今年の文化祭は、昨年までの産業文化フェスティバル

に、リニューアルされた村民体育祭が加わり、産業文

化・スポーツフェスティバルとして初めての開催となり

ました。会場も光と風の丘公園が加わって広くなり、朝

早くからあちこちに移動しながらの活動となりました。 

 

午前中は主に光と風の丘公園で開催したスポーツフェス

ティバルの運営に参加し、各種目の準備や受付を行いまし

た。文化祭史上初の試みであるスポーツフェスティバル

は、想定外のことも起こるバタバタな展開となりました

が、皆さん臨機応変に動くことができ、スポーツフェステ

ィバルは大成功を収めることができました。 

 

午後からは中央公民館駐車場に移動し、野外ステージにてお

楽しみ抽選会のスタッフをしてもらいました。たくさんの人が

当選の瞬間を心待ちにしている抽選会は、とにかくスピードと

の勝負。賞品を運び、当選者へ手渡し、また次の賞品を準備し

て…と、とても慌ただしく進んでいきましたが、そんな中でも

当選者へ「おめでとうございます」と笑顔で賞品を渡していた

皆さんは、賞品を受け取った相手も笑顔にすることができたの

ではないでしょうか。 

抽選会は、美浦村のふるさと大使・阿井 英二郎さんやイバライ

ガーの協力もいただき、滞りなく終わることができました。 

 

 

さて、今年のリニューアルされた文化祭はいかがでしたでしょうか？来場者としてゆっくりと楽しむことはでき

ませんでしたが、運営側に立って見る文化祭も楽しんでもらえていたら幸いです。

平成 30 年度 
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※みなさんの中に学校・学年を越えた素晴らしい絆が生まれますようにという願いをこめて。 

 

第７回美浦村ユース・リーダー 電車移動学習下見、引率 

平成 3１年１月 26日（土）、第７回ＭYLの活動として電車移

動学習を実施し、ジュニア・アカデミー21名、ユース・リーダー

2名の計 23名が参加しました。また、1月 5日（土）には

MYLのみで下見も行いました。今年度の電車移動学習は、東京都

にある「JICA地球ひろば（新宿区）」と「国立科学博物館（台東

区）」に向かいました。 

下見では、電車の乗り換えや目

的地までの経路など、本番当日に

ジュニア・アカデミーのみなさんを引率できるよう、確認を行いました。

一般の方も利用するバスや電車に乗ったり、普段生活している美浦村よ

りも交通量の多い広い道路を通るため、はぐれたり違う電車に乗ってし

まう心配もありましたが、入念な下見のおかげで誰ひとりはぐれること

なく目的地までたどり着けましたね。 

JICA地球ひろばでは、下見と本番でそれぞれ地球案内人の方の案内の

下、世界の様々な国の生活や、地球の抱える問題・国際協力の実情

などを学びました。「食べ残しをしない」「物を大切に使う」といっ

た身近なことでも国際協力につながります。私たちも、できること

から始めていきたいですね。 

国立科学博物館では、様々な生き物や植物、人類の進化や技術の

発展など、たくさんの展示を見ていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回のＭYLの活動予定は… 

次回はお楽しみの修学旅行でディズニーシーに向かいます！ 

今年度のMYLの活動も残すところあと 2回となりました。みなさんにとって今年度の活動はどんなもの

になりましたか？多忙な中高生のみなさんですので、なかなか参加することが難しい人もいましたが、いつ

もしっかりジュニア・アカデミーのみなさんをまとめてくれて、私たち職員にとっても頼もしく、1回 1回

がとてもよい活動になったと思います。 

残りの 2回も、よろしくお願いします♪ 

平成 30年度 

第５号 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは・・・ 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 持続可能な世界を実現するための 17のゴール・169

のターゲットから構成され、地球上の誰ひとりとして取

り残さないことを誓った目標です。 

 

ゆかいな皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせて 

とてもうれしかった 

です！ 

ぜひまた遊びに来て 

下さいね。 

 

বাাংলাদেশ
バングラデシュ

. 佐藤 友紀 

ちょっと 

おさらい 


