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青少年指導員、青少年福祉委員について知ろう！

活動に興味をもたれた方は 区役所地域支援課（a6478-9743）までお問い合わせください。

　「成人の日記念のつどい」は青少年
指導員が中心となって運営していま
す。受付、場外誘導、コーヒーコーナー

など…。様々な企
画をしています。
　青少年福祉委員
は場内の見回り担
当。みんなで新成
人をお祝いします！

区民まつりでは青指・青福で「ちびっこ
かけっこ」や「警備」「○×クイズのお手
伝い」を担当。青指のテントでは冷凍
フルーツを販売しました。
　青少年健全
育成のパレー
ドにも参加。

 毎年9月に中
学生を対象と
した「ソフト
ボール」「キッ
クベースボー
ル」の大会を
実施。毎年、熱
戦です！

 ソフトボールは
佃中学校、キッ
クベースボール
は淀中学校が優
勝しました。

　毎月25日の夜
間見廻りを実施。
遅くまで外にい
る中高生がいた
ら帰宅するように
声かけをします。

　２月の区民駅伝では、選手の誘導
や警備をしてます。

西淀川区
青少年指導員連絡協議会主催
第8回 夢見月祭

o 3月21日(土) 10：30～17：00頃（10：00開場）
e区民ホール（御幣島3-13-3）
［主催］西淀川区青少年指導員連絡協議会　［協力］西淀川青少年福祉委員連絡協議会、区役所
c西淀川区青少年指導員連絡協議会　g nishiyodogawa.seishi@gmail.com

無 料

成人の日記念のつどいの運営 区民まつりに参加 中学生親善スポーツ大会 指導ルーム

区民駅伝のお手伝い

ほかにも「大阪マラソン」「子どもカーニバル」「研修会」や様々な地域の行事にも参加しています

－青指、青福ってどんな活動をされているんですか？
山　まず、見廻りですね。月に一回「指導ルーム」といって
毎月25日に夜間巡視をしています。そのほかにも中学
生のスポーツ大会や、「夢見月祭」という文化祭もやっ
ています。地域や区の行事のお手伝いなどいろいろ
やっています。

徳　青福は青指の行事や地域の行事、区の行事などのお
手伝いを主にやっています。あとは、青指から相談を
受けたらアドバイスをしたりしています。また、有害環
境から青少年を守る社会環境浄化活動もしています。

塩　イベントでたくさん活躍されているのは知っていまし
たが、夜間巡視もやってくださってるんですね！
－お二人が青指、青福になったきっかけは？
山　地域の盆踊りに子どもと一緒に遊びに行ったら、青指
をやっていた知り合いから「山下くん青指やらない？」
と声をかけられたのがきっかけです。その後PTAにも
関わるようになり、青指とPTAの両方に関わっている
期間が長いです。

徳　自分の場合は、自身が小さいころから子ども会のジュ
ニアリーダーをやっていてそのまま活動を続けていた
ら「青指」になり、その後「青福」をやっていたという
感じですね。
－青指や青福ってどうやってなるんですか？
山　地域からの推薦をもらって、市長から委嘱されて活動
をしています。年齢制限もあって、青指は18歳～50歳
と定められています。仕事もがっつりやっている世代
なので、活動はボランティアですし、やれることをやれ
るだけやるという感じでやっています。

徳　青福は基本的に30歳～70歳となっています。青福も地
域からの推薦を経た後、市長から委嘱されています。
－青指や青福の魅力ややりがいとは？
山　子どもたちとの接点が多くて、本当に楽しいでいすね。
スポーツ大会では、全力のプレイが見られますし、夢
見月祭では、最高のパフォーマンスを見ることができ
ます。そういった行事で子ども達から「行事をしてくれ
てありがとう」と言われると、本当にうれしいですね。

徳　子ども達と信頼関係を築けることですね。子ども達が
あいさつをしてくれるようになるとうれしい。

塩　たしかに、そういう子ども達と接点がある大人が増え
ると、子ども達からしても「見守ってくれている大人が
いる！」という感じがして、安心できますね。

徳　西淀川区にはPTA・子ども会・ス
ポーツ推進委員などいろいろな
団体がありますが、みんな、すご
く仲がいいんですよ！

山　そうですね。みんなで連携して
行事をやっています。

徳　そうすることで、未就学児～高
校生までと幅広く関われます。小さい頃から関わって
いるので、子ども達が覚えてくれる。「がんばってる
か？」と尋ねたら「がんばってるでー」と答えてくれるの
がうれしいですね。

山　もうすぐ夢見月祭があります。
子どもたちの成長が見られるの
で、発表を楽しみにしています。
青指も青福もいろんな事をやっ
ています。たくさんの方に活動
を知ってもらい、興味を持って
もらいたいですね。

塩　地域の頼れるお兄さん・お姉さん・おっちゃん・おば
ちゃんといった感じですね！そういった活動が広がっ
ていくと、よりよい西淀川区になると思います。今後と
もよろしくお願いします。

青少年指導員と青少年福祉委員は大阪市長から委嘱を受けて、地域の青少年の健全育成や非行防止を
推進するために活動しています。具体的な活動内容や、その魅力などを西淀川区青少年指導員連絡協議会会長の
山下親善さんと、西淀川区青少年福祉委員連絡協議会会長の徳川悦嗣さん、塩屋区長が対談しました！

区青少年指導員連絡協議会が区内小中学生の発表を
メインとした文化祭を開催します。子どもたちが一生
懸命頑張る姿をぜひご覧ください。

【文中の表記について】 青指：「青少年指導員」の略。青福：「青少年福祉委員」の略。　山：山下親善さん　徳：徳川悦嗣さん　塩：塩屋区長 

山下親善さん 徳川悦嗣さん塩屋区長 

野里子ども会　鼓笛隊

一般社団法人総合武道 天成道

新極真会空手　多田道場

３Ｂ体操　西淀ジュニア

佃中学校　吹奏楽部

西淀中学校　吹奏楽部

Moanike’ala AnnA
フラ＆ダンス スタジオ

歌島中学校　吹奏楽部

武術空手　寺本道場

たんぽぽ学童保育所

大阪武術隊

淀中学校　音楽部

DTD CHEERDANCE TEAM

大和田連合子ども会
創作エイサー　舞

こんな団体が出演します

←青指は緑ポロシャツ
青福はオレンジベスト→
を着て活動します！

←青指は緑ポロシャツ
青福はオレンジベスト→
を着て活動します！

固定資産税（土地・家屋）に関する帳簿の縦覧を行います。　o４月１日（水）～４月３０日（木） e梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル７階）　
r本人確認書類又は納税通知書（代理人の場合は委任状が必要） c固定資産税グループ　a４７９７-２９５７（土地）・２９５８（家屋）

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

7

こ ん な 活 動 を や っ て い ま す ！！

o日時・期間　e場所　i内容　n講師　j対象　p定員　r持ち物　k費用　q締切　f申込　c問合せ記号の見方 2020年3月号 ● No.286
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