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※ロシア語で「ありがとう」の意味。さて、何と読むでしょう。 

 

こんにちは。美浦村教育委員会 生涯学習課の佐藤です。昨年度に引き続き、今年度も「ＭYL（美浦村

ユース・リーダー）」のメンバーの皆さんと一緒に活動していくこととなりました。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１8日（土）に、第１回ＭＹＬの活動として、ジュ

ニア・アカデミー23名、ユース・リーダー5名が参加し、ＭＪ

Ａ（美浦村ジュニア・アカデミー）筑波山登山の引率を実施し

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。式は、糸賀教育長のあいさつから始ま

り、皆さんの自己紹介では趣味や部活動など皆さんが今頑張っ

ていることなどを話してもらいました。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。 

当日は暑いくらいの晴天で熱中症等の心配があり

ましたが、皆さん MJA の引率をしっかりと行いな

がら、全員けがなく元気に登頂することができまし

た。 

頂上では、コマ展望台で昼食を取り、１時間程の

自由時間を過ごしました。その後女体山山頂からロ

ープウェイに乗り、筑波山の自然を見下ろしながら

下山しました。１日お疲れ様でした。 

 

さて、今年度第１回目のMYLの活動はいかがで

したでしょうか。今年度初めてMYLに登録した人

もいましたが、道中や点呼時にMJAへの声掛けな

ど自ら行う人もおり、私たち職員は皆さんをとても

頼もしく感じました。今年度のMYLは年間８回の

活動を計画しており、その他にも美浦村主催事業な

どにおいてボランティアを随時募集したいと考え

ています。 

 

次回のＭYLの活動予定は… 

さて、次回は令和元年 6月 22日（土）に県立水郷県民の森（潮来市）で森林・林業体験を行います。 

私たちの身の回りで多く使われている木材ですが、それらの木がどのように切り出され、私たちの元に

届くのかを知っていますか？次回はそんな私たちの生活に欠かせない木や森のことについて学びましょ

う！ 

また、7 月 6 日（土）には、番外編として環境美化活動を予定しています。当日は早朝から中央公民

館に集合し、公民館周辺を約３km 歩きながらゴミ拾いを行います。（年間計画外の活動ですが、参加さ

れた場合には出席回数に計上いたします。）参加される方には軽食と飲み物を用意しています。 

それでは、次回のMYLでお待ちしています♪ 

Спасибо 2019年度 

創刊号 
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第２回美浦村ユース・リーダー 森林・林業体験引率 活動報告 

令和元年 6月 22日（土）、第２回ＭYLの活動とし

て、茨城県水郷県民の森（潮来市）にてMJA森林・

林業体験引率を実施し、ジュニア・アカデミー19

名、ユース・リーダー4名が参加しました。 

当日は美浦村中央公民館を午前 9時 10分に出発

し、午前 10時から目的地での活動が始まりました。

水郷県民の森は、総面積 51.5ヘクタールにおよぶ広

大な敷地の中にコナラやクヌギの雑木林や野鳥のすむ

大膳池があり、午前中は水郷県民の森の職員の案内の

もと自然観察を行いました。園内を歩きながらたくさ

んの植物の生態や食べられる木の実などを教えてもら

い、実際に木の実（クワの実）を食べてみた人からは

「甘い！」との声を聞くことができました。 

その他にも、案内の職員の方が用意してくれたセンブリと

いう苦いことで有名な植物を乾燥させたものをかじってみ

たり、普段の生活の中では体験できないような貴重な体験

をすることができました。 

午後から

は、丸太切り

と木工工作と

して木製プラ

ンター作りを

行いました。

ユース・リー

ダーのみなさんは丸太切りを体験したことがある人が

多く、スムーズに切ることができていました。木製プ

ランター作りでは、名前やイラストを書いたそれぞれ

オリジナルのプランターを作りました。切った丸太は

そのままコースターとして使ったり、プランターは小

物入れなどにも使えますので、MYLの思い出の品として大切にしてくださいね。 

今回の活動の中では、普段のMYLとしての役割のほか、終了式にてふるさと合唱の指揮と代表謝

辞を行ってもらいました。当日に役割分担を決めてもらいましたが、みなさんしっかりと務めるこ

とができました。お疲れ様でした。 

 

次回のＭYLの活動予定は… 

夏のMYLといえば宿泊学習！今年度は令和元

年 8月 2日（金）から 3日（土）の 1泊 2日で

水戸市少年自然の家にてテント設営や野外炊飯、

ナイトハイキングなどを予定しています。その他

にも茨城空港の見学なども予定していますので、

楽しみにしていてくださいね。 

また、7月には環境美化活動もあります。7時

30分集合と朝早くからの活動になりますので、参

加する人は遅れないよう注意しましょう。 

それでは、次回のMYLもよろしくお願いしま

す！ 

Спасибо 2019年度 

第２号 
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※ロシア語で「ありがとう」の意味。さて、何と読むでしょう。 

 

美浦村ユース・リーダー番外編 環境美化活動 ＆ ウォータースライダーボランティア 

ＭＹＬ随時活動として、令和元年 7月 6日（土）に環境美化活動、

令和元年 7月 21日（土）にNPO法人ジョイナスみほ主催のウォー

タースライダーのボランティアを行いました。 

環境美化活動は、青少年育成美浦村民会議を中心に実施している事業

であり、8名のユース・リーダーと保護者の方が参加してくれました。

ジュニア・アカデミーや青少年育成関係者、ボランティア団体の方を含

めると、総勢 80名を超える方が参加しました。前日まで雨が降り続

き、当日は早朝から蒸し暑い中での活動となりましたが、みなさん体調

を崩すこともなくそれぞれの担当コースのごみ拾いをしてくれました。

1時間半ほどの活動でしたが、集まったごみは山積みに…。しかし、昨

年度も参加した人からは「去年よりはきれいだった」との声も。この調

子で、少しずつでもきれいな村にできるといいですね。 

ウォータースライダーは、NPO法人ジョイナスみほ主催の夏の恒例

イベントであり、あまり天気の優れない日でしたが今年もたくさんの方

が参加しました。ユース・リーダーは、そのボランティアとして 5名が

参加し、小さな子どもが滑る時に危険のないよう補助をするなど、率先

してボランティアをしてくれました。 

どちらも年間計画にはなかった活動でしたが、参加してくれたみなさ

んありがとうございました！ 

第３回美浦村ユース・リーダー 宿泊学習 in 水戸市少年自然の家 

令和元年 8月 2日（金）から 3日（土）にかけて、第３回ＭＹＬの活動として水戸市少年自然の家にて 1泊 2

日の宿泊学習を実施し、ジュニア・アカデミー25名、ユース・リーダー4名、生涯学習課職員 5名の合計 34名

が参加しました。 

1日目の 8月 2日は、朝 8時に中央公民館に集合し、まずは茨城

空港へ向かいました。空港に着くと、福岡行きの飛行機がちょうど飛

び立つ間際だったため、送迎デッキから間近で飛行機の離陸の瞬間を

見学しました。その後は空港の会議室をお借りして、茨城空港のこと

についてお話を伺いました。茨城空港の開港した年や特徴など、みな

さんはいくつ覚えていますか？機会があったら、茨城空港から空の旅

をしてみるのもいいですね。 

茨城空港を出発すると、今

回の宿泊学習のメインとなる

水戸市少年自然の家に向かい

ました。到着して自然の家の

方にあいさつをした後、昼食をとってからテント設営を行いました。テン

トの立て方や解体の仕方などMJAメンバーに教えながら一緒に作業で

き、どの班も問題なくテント設営ができました。テント設営後はフォトラ

リーという野外活動を行い、MYLのみなさんにはコースの各ポイントに立

ちMJAメンバーがコースアウトしたり迷子になったりしないよう見守り

をしてもらいました。フォトラリーが終わると、野外炊飯で夕食のカレー作りをしました。みなさん手際よく調理

でき、どの班もおいしいカレーを食べることができました。野外炊飯の後は、

本当であればナイトハイキングを予定していたのですが、1日中炎天下での活

動が続いたこと、またナイトハイキングコースにイノシシが出没したとの情報

もあったため、みなさんの疲れと安全を考え急遽中止とし、１日目の活動を終

えました。 

2日目は、お世話になった自然の家の掃除をした後、プラバンキーホルダー

作りをしました。作ったキーホルダーは今回の宿泊学習の思い出の品になりま

したね。そしてプラバンキーホルダー作りが終了すると、お世話になった自然

の家ともお別れです。短い時間でしたが、水戸市少年自然の家のみなさん、お世話になりました。ありがとうござ

いました！ 

自然の家退所後は、筑波実験植物園の見学をしました。私たちの身の周

りでは見られないような世界中の樹木や草花がたくさんあり、園内すべて

を回るには少し時間が足りなかったかもしれませんね。 

さて、1泊 2日という短い時間でしたが、みなさんにとってこの 2日間

はどんなものになったでしょうか。私たち職員は、MYLとして率先して活

躍してくれるみなさんの姿に成長を感じることができ、とても嬉しく思い

ました。2日間本当にお疲れ様でした。ありがとうございました！

Спасибо 
2019年度 

第３号 
（拡大号） 

ＭＹＬの思い出 
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※ロシア語で「ありがとう」の意味。さて、何と読むでしょう。 

 

第４回美浦村ユース・リーダー 電車移動学習下見 ＆ 引率 

MJA毎年恒例の電車移動学習を今年も令和元年8月24日（土）

に実施し、MYLでは令和元年 8月 10（土）に下見を行い、5名

のユース・リーダーが参加しました。今年度の電車移動学習の目的

地は「そなエリア東京（東京都江東区）」と「ソニー・エクスプロ

ーラサイエンス（東京都港区）」でした。下見では、目的地までの

経路や集合場所の確認などを行いました。当日に MJA メンバー

を引率することを想定し、「この時間では間に合わない」「ここの乗

り換えは注意が必要」などみんなで意見を出し合い、当日に向けた

スケジュール調整を行いました。当日は、自由に行動してしまう

MJA メンバーもいましたが、電車の乗り降りや駅から目的地までの移動など、しっかりと声掛けや注意がで

き、誰ひとりはぐれることなく土浦駅まで帰ってくることができました。 

＜そなエリア東京＞ 
…日本にひとつしかない国営の防災公園である「東京臨海広域防災公園」の中にある

防災体験学習施設です。 

そなエリア東京では、震度 7の首都直下型地震の発生から避難まで

を体験できる「東京直下 72hTOUR」を通して地震発生から支援や

救助がくるまでの時間とされている“72 時間”を生き抜く知識を身

につけたり、「東京マグニチュード 8.0～東京直下 72h～」というア

ニメ映像で大地震によって起こる様々な問題などを学びました。 

 

 

 

 

 

＜ソニー・エクスプローラサイエンス＞ 
…「光」「音」「エンタテイメント」をキーワードに、エレクトロニクス製品やゲーム・音楽・ 

映画などに活用されている科学や原理のつながりを楽しく学べるソニーの体験型科学館です。 

様々な機械を通して自分の声の高さや声が表す感情などを加工したり、

自分の動きや表情をリアルタイムに再

現するモーションキャプチャーなどを

体験しました。下見時には、美しい４K・

３D 映像による臨場感あふれる動物た

ちの姿や、スクリーンいっぱいに泳ぎ

回る沖縄美ら海水族館の魚たちの映像

などが上映されていました。 

次回のＭYLの活動予定は… 

次回は番外編として令和元年 9月 29日（日）にいきいき茨城ゆめ国体ディスクゴルフボランティアを実

施します。47都道府県が持ち回りで開催する国体（国民体育大会）が、今年はなんと茨城県で開催されま

す！前回茨城県で開催されたのはなんと 45年前（昭和 49年）！約半世紀に一度のこの機会に、ぜひみな

さんのお力を貸してください。また、10月 6日（日）には美浦村子ども会育成連合会主催の「第１９回子

どもまつり」ボランティアも実施します。それでは、次回もみなさんのご参加をお待ちしています♪ 

Спасибо 
2019年度 

第４号 

起震機（地震の揺れを再現する装置）で揺れ

を体験する様子 

希望者は東日本大震災や関東大震災（大正

12年）、震度 1から震度 7までの揺れなど

を体験しました。 

4K・3D映像「ハイビジョン旭山動物

園」の一部 
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※ロシア語で「ありがとう」の意味。さて、何と読むでしょう。 

第５回美浦村ユース・リーダー 

            子どもまつり運営ボランティア 

令和元年 10月 6日（土）、第５回ＭYLの活動として子ども

まつり運営ボランティアを実施し、ユース・リーダー５名が参

加しました。子どもまつりとは、美浦村子ども会育成連合会が

主催する、今年度で 19回目となる美浦村内の子ども会に所属

する小学生を対象とした、様々な遊びを楽しむことができるイ

ベントです。ユース・リーダーのみなさんには美浦かるたのコ

ーナーを中心に、遊びにくる小学生たちのお手伝いをしたり、

かるたの読み札を読んだり、時には小学生の対戦相手になった

りしながら大活躍してくれました。みなさんのお手伝いのおか

げで、各コーナーを運営する美浦村子ども会育成連合会のみなさんも、遊びにきた小学生たちも楽しい時間

を過ごすことができました。ありがとうございました。 

第６回美浦村ユース・リーダー 文化祭運営ボランティア 

そして、令和元年 11月 3日（日）には美浦村の一大イベント

「“みほ”産業文化・スポーツフェスティバル」でも運営ボランテ

ィアを行いました。午前中は光と風の丘公園で行われたスポーツフ

ェスティバルの受付を担当してもらいました。今年で２回目となっ

たスポーツフェスティバルは昨年以上の大盛況であり、受付には参

加者が殺到し大混雑でしたが、村職員等他の担当の人たちと手分け

をしながらテキパキと対応してくれました。午前中はユース・リー

ダー1名の参加で非常に手薄な状態でしたが、最後まで頑張ってく

ださりありがとうございました。午後からは 2名のユース・リー

ダーが加わり、美浦村中央公民館駐車場で行われたお楽しみ抽選会

の賞品の受渡しを中心に担当してもらいました。抽選会は昨年よりも賞品の数も当選者の人数も増え、スポ

ーツフェスティバルに負けないほどの混雑でしたが、みなさん当

選者への「おめでとう」の言葉を欠かさず、周りの人たちと声を

かけ合って連携をとりながら最後まで務めあげてくれました。お

疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

次回のＭYLの活動予定は… 

次回は令和２年３月７日（土）にお楽しみの修学旅行（ディズニーランド）の予定でしたが………みなさ

んご存知のとおり、新型コロナウイルス感染症が流行しているため、泣く泣く中止としました。楽しみにし

ていたみなさん、ごめんなさい。 

さて、昨年度と比べ、ボランティア活動を多く取り入れた内容でお届けした今年度のMYLはいかがでした

でしょうか？今年度も残すところあと１回となりましたが、最後までお付き合いいただけると幸いです。よ

ろしくお願いいたします。 

※最終回（３月２１日の閉級式）につきましても、今後の状況に応じて中止となる可能性がございますので

あらかじめご了承ください。 

Спасибо 
2019年度 

第５号 

抽選会では、今年も

イバライガーが力を

貸してくれました！ 


