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☆コラム☆　ごみ拾い　
by 大木謙士朗 ( 国立あかるくらぶ )

 皆さん、ごみ拾いってどういうイメージを持ってますか？僕は立派なことだと
は思っていましたが、良いイメージは持っていませんでした。皆良い子アピー
ルしたくてやってるんだろ…っていうひねくれた考え方の人間でした。
そんな僕ですが、今では週 2 でごみを拾っています。「なんで拾ってんの？」っ
て聞かれたら、「楽しいから！」と即答できます。そうなんですよ、めちゃくちゃ
楽しいんですよ。「まちを綺麗にするために」という思いもなくはないですが、
それよりも単純に楽しい。一人で黙々と拾っているのも楽しいですが、一緒に
誰かと拾うのはもっと楽しい。珍しいごみや、変な場所を見た時、一緒に拾っ
てる方と盛り上がる。こうして文章化すると変人みたいですが、百聞は一見に
しかず。今度児童館でもごみ拾いをします！これを読んで少しでも興味を持っ
たら来てみてください。

■日時：平成 29 年 6 月 15 日 ( 木 )、16 日 ( 金 )、19 日（月）～ 21 日 ( 水 )　午後 6 時～ 8 時
■場所：中央児童館　ホール
■問合せ：中央児童館　☎042-575-3224

進級してから初めての定期試験を成功させよう！「家では勉強に集中できない」
「友達同士で教え合いながら学習したい」というアナタ、スタスぺで自習を
しませんか。わからないところがあれば、大学生のセンパイが教えてくれる
スペシャルな自習空間です。Let`s study together !!
※この時間は勉強スペースとして開放するため、騒いだり遊んだりはできません。
    ただし、友達同士で教え合うなどのおしゃべりはできます。
※中学生は下校後、一度帰宅してから参加してください。

☆「放課後スタディスペース」で定期テスト対策を☆
～大学生のセンパイが、アナタのがんばりをサポートします～

☆前回の様子

スタッフ募集のお知らせ！

「国立を舞台に CM 撮影しませんか！？
  ―『くにたち CM スタッフ』募集中―」

カメラで撮影をやってみたい人、映像を作ってみたい人、
世代を超えてもっといろんな人と出会ってみたい人、とに
かく何か新しいことをやってみたい人、くにたちを舞台に
一緒に映像を作ってみませんか？　

【対象】市内在住または在学の中高生
【次回活動日時】5 月 28 日（日）午前 10 時～ 12 時
（集合：コワーキングスペース　プラムジャム）
【活動内容】「くにたちカルタ」に関わる映像作りと発信
【申込方法】平日 8 時 30 分～ 17 時までに以下まで連絡
【問い合わせ・申込み】：児童青少年課児童・青少年係　
（☎042-576-2111 メール sec_kodomo@city.kunitachi.lg.jp）

「本好き、集まれ！
―図書館ボランティア
　　　『YA すたっふ』大募集―」
図書館や本が好きな人、講演会の企画、運営に興
味がある人、10 代に向けて本の魅力を発信して
いきませんか？

【対象】市内在住、在学の中学生以上の 10 代の方
【人数】10 名程度（応募多数の場合は抽選）
【申込方法】中央図書館へ電話または直接申込み
　　　　　（※火曜日は休館日）

【締切り】5 月 31 日（水）
【参加】無料
【問い合わせ・申込み】中央図書館
　　　　　　　　　　(☎042-576-0161)

好評につき復活！！

大学通りにて、ごみ拾いアプリ (!?) を使ってごみを拾ってもらいます。最も多くのごみを拾った方には
豪華賞品も…！ご家族やお友達を誘ってみんなで優勝を目指そう！！

■日時　平成 29 年 6 月 25 日 ( 日 )　午後 1 時～午後 4 時
■場所　一橋大学西キャンパス正門集合
■定員　50 名（先着順）
■問い合わせ・申込み　国立市役所生活環境部環境政策課
　　☎042-576-2111( 代 ) 内線 138 
　    メール：sec_kanseisaku@city.kunitachi.lg.jp

放課後には、
　　　　　　がある。

☆ごみ拾いチャンピオンシップ in 大学通り☆

児童館からスタートして、国立市を散策しつつごみを拾
います。国立あかるくらぶの大学生と児童館の職員さん
と一緒に楽しく拾いましょう！

■日時　平成 29 年 5 月 25 日 ( 木 )　午後 6 時～午後 7 時
　　　　　　　　　6 月 29 日 ( 木 )　午後 6 時～午後 7 時
■場所　中央児童館集合。その周辺でごみ拾いをします。
■定員　なし
■問い合わせ　中央児童館  ☎042-575-3224
■中央児童館の住所
　国立市富士見台 2-38-5( 福祉会館内 )

☆児童館 de ごみ拾い☆

すたいる
放課後

中高生のためのニュースレター
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－君はいったい
　　　　　何を探しているんだ？－ －５年後の私はどうなっているの？－

　　　
（表紙・裏面） （見開きページ）



タイムカプセル

To 2067 活動へのメッセージ

＜解説＞
①初対面同士だったが、大きな紙
の上に、この会のメインキャラク
ターを創造した。一人一色、一人
一本の線を積み重ねていくと、面
白いキャラクターが出来上がっ
た。（カナトチンと命名）
②ボランティアをしているメン
バーのスタッフの下、「くにたち
カルタ」を本気で中高生がやって
みた。正座して相対し、厳かな詠
みから緊張感が漂う中、真剣勝負
が繰り広げられた。
③国立市内外で行ってきた活動を
報告し合った。それぞれが何に共
感し、社会に対してどう発信しき
たかを真面目に聞いた。
④「異文化交流」ということでベ
トナム人留学生に協力いただき、
ベトナム料理を堪能した。交流し
ながら、異文化の食事を共にする
のは新鮮なようだった。
⑤今年の「国立市制 50 周年」を
中高生でお祝いするとしたらどん
な面白いことが出来るか。みんな
で妄想を繰り広げた。50 人がく
ににゃんのボディペインティング
をする、くににゃんに民族衣装を
着せる、明け方までファッション
ショーやダンスパーティーをして
みる、など自由なアイデアが発表
された。普段とは違う生活をして
いるメンバー同士で考えると、
個々の発想力も倍増しているよう
だった。
⑥大学生や 20 代前半の少し年上
の 7人の「センパイ」から様々な
テーマで話を聞いた。恋愛や、親
や友達との関係、目標の立て方、
海外留学、身近なテーマも少し難
しいことも、同じ目線で分かりや
すく話をしてくれたのが印象的
だった。
⑦参加者それぞれの未来、そして
みんなが共有する未来を想像し
た。「5年後の自分」と「50 年後
の中高生」に対してメッセージを
贈るという形にした。交流を踏ま
えた参加者のメッセージは、それ
ぞれ愉快でユニークだった。

①共同作業をする。

今回参加した中高生はこんな活動をし

ています

REPORT

・ボランティア活動をしている

・くにたちの映像を撮って発信している

・本の魅力を発信している

・平和について考え発信している

・シンガポールに海外派遣され、交流　

や学習を行っている

⑤みんなで妄想する。

⑦未来に思いを
　　　　　馳せる。

（中１：２名、中２：５名、中３：3名

 　　　　高１：２名、高 2：４名、高３：２名）

次回は 7月 2日（日）、
ミニセッション
「修学旅行を語ろう」開催予定。
関心のある人は、
児童・青少年係まで！

市制 50 周年事業の妄想の産物

　　　　　　学年や学校が違っても、自分をさらけ出し、相
　　　　　　手の考えを真剣に受け止められれば、個人の中
にも、集団の中にも、きらりと光る成果や新しい価値が芽を
出すはず！という手応えを感じた。むしろ、それぞれの違い
こそが大きな変化と力を生み出すのかもしれない。
過去と現在と未来を繋ぐ「セッション」は、次の新たなる可
能性をほのかに秘めながら、幕を閉じた。（企画担当者）

ベトナム料理

中高生ローカルセッション
　　   START
　  3/29　10：00
@公民館　地下ホール　

16：00　END

12：30

カナトチン


