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子供たちのためにできること

竹町地区委員会

11町会からなる竹町地区委員会は、平成小学校、御徒
町台東中学校を含む地域町会長、女性部長、委員、児童館、
子ども家庭支援センター、消防団、法人会、学校PTA等
数多くの方々のご支援ご協力を頂き毎年３つの青少年育成
事業に取り組んでいます。
７月は「親子科学探検隊」として国立科学博物館でのナ
イトミュージアムを行いました。過去には平成小学校校庭
をお借りしてゲームや昔遊び、消防団の放水による水遊び
をしたこともありました。
９月は「青少年フェスティバル」でゲーム、タピオカ販
売を御徒町台東中学校のボランティアの生徒たちが元気に
頑張って手伝ってくれました。
秋頃は「親子バスハイク」。いろいろな体験ができる機
会になることを考えながら場所を選んでいます。
昨年度は新型コロナウイルスの影響により例年通りの事
業ができませんでしたが、今後は子供たちのためにどのよ
うな活動をしていくことができるのか前向きに検討してい
きたいと思っています。

地域のつながりを大切に

東上野地区委員会

東上野地区委員会では、毎年８月に「ファミリー・レク
リエーション（バスハイク）」、10月に「東上野地区大運
動会」、２月には「ボウリング大会」の事業を開催してい
ます。
夏に行われるファミリー・レクリエーションの主役は子
供たちです。暑さにも負けず、元気いっぱいの笑顔で夏の
一日を楽しく過ごします。
大運動会は名物の「負けるが勝ち」の宣誓で始まり、た
くさんの方が参加し大歓声のなか競技も白熱します。
ボウリング大会では、幅広い年齢層の参加者のなか、予
想以上の高得点を出す参加者が現れたり、例年表彰式も大
いに盛り上がります。
今年度も引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大状況
を見ながらの活動となることが予想されます。その中でも、
感染予防対策を図り、また活動内容も工夫しながら、行事
再開に向け準備を進めて行きたいと思います。地域のつな
がりを大切にし、引き続き子供たちが地域で元気にのびの
びと成長していけるよう支援していきます。

台東区青少年育成
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地区委員会だより
青少年育成各地区委員会の紹介

　青少年育成各地区委員会の活動をより多くの方に知っていただくため、それぞれの地区委員会を紹介します。
　なお、現在は新型コロナウイルス感染症の影響により各地区の事業は中止、延期等を余儀なくされております。事業の再
開にあたっては、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実施や各ガイドラインを遵守し、感染拡大防止に最
大限努めて活動して参ります。
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子供たちの笑顔のために

上野地区委員会

昨年は、残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響に
より、２年連続で事業が中止となり、非常に残念な気持ち
です。
しかしながら、今年度は感染の拡大状況を鑑みて、感染
防止対策を講じ少しずつではありますが、事業を執り行っ
ていけるよう検討中です。
今年は従来通り、まず７月の夏休み初日に、旧岩崎邸庭
園の『早朝清掃活動』、上野警察署員によるクイズなどを
盛り込んだ『夏休みの安全な過ごし方』の楽しい講話を行
いました。また、11月頃には毎回大好評の親子で参加す
る『バスツアー』も全力で企画しています。今年はみかん
狩り体験、深海水族館見学やランチビュッフェと盛りだく
さんの内容を考えています。
上野地区委員会では、子供たちに様々な体験をしてもら
う事で健全な成長に不可欠な『喜び・感動』を実感しても
らうべく一丸となって活動しています。

入谷地区の青少年育成事業

入谷地区委員会

入谷地区委員会では、各町会の青少年部の方々が中心と
なり、夏季の各町会のラジオ体操やレクリエーション、秋
には、地区の一大イベントとして定着した「わいわい交流
入谷っ子」など、各種事業を行ってきました。
また、各町会における青少年育成活動の参考になるよう、

各委員参加の「施設見学会」も行ってきましたが、過去２
年間は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各事業
を中止としました。
今年度は、新型コロナウイルスの感染状況等を見極めな
がら、過去に行ってきた事業や状況によっては、新たな事
業を実施出来るよう、準備を進めていく予定です。

いよいよ再スタート！

金杉地区委員会

昔から、地域に根ざした文化・芸術・産業が発展してき
た金杉地区は、区内北部に位置し14町会で構成されてお
り、子供たちの見守りも、地域ぐるみで行う特色のある地
域です。
しかしながらコロナ禍のなか、子供たちの社会性を養う
機会は大幅に奪われ、大人たちも目が届きにくくなってき
ています。やはり地域の活性化や発展には、子供たちの笑
い声が不可欠であることを実感した２年間でありました。
令和４年度がすでに始まりました。例年であれば、まず
当地区の事業は「真夏の夜の動物園」です。現在上野動物
園の入場規制は解除され、例年通りの開催に漕ぎつけまし
た。待ちに待ったこの事業から金杉地区の事業が再開しま
す！
各町会、各地域から活動を始め、台東区全域に広がって
いくことを願っています。
人と人とのリアルでの交流の大切さをあらためて実感
し、その後の金杉っ子まつり、スキー教室等へつなげてい
けることを、地域ぐるみで努力していきたいと思います。

明るい兆し少しずつ

谷中地区委員会

谷中地区委員会では、例年、親子バスハイク、谷中まつ
り、ビーチボールバレー大会、親子スキー教室などの事業
を実施しています。
しかし、ここ２年は新型コロナウイルスの影響により、
通常通りの活動を行うことができず、地域の繋がりや人と
触れ合う機会が大幅に減ってしまいました。
「新しい生活様式」を踏まえ、感染防止に努めつつ、子
供たちのためにできることは何か模索しているところです。地震災体験ツアー
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依然として感染者数の増減が繰り返されており、コロナ
禍前のように活動することは難しいかもしれません。この
ような状況でも、子供たちが、事業を通じて成長し、笑顔
を取り戻すことができるよう、委員等一丸となってできる
ことから活動してまいります。

地域で子供たちを育みたい

浅草橋地区委員会

子供たちもご家族も楽しめて、地域の想いを伝える行事
にするためにはどうすればいいのか。いろんな想いをカタ
チにしたい浅草橋地区委員会です。
2020年以降、世界中を脅かしたコロナウイルスが私た
ちの生活様式を変えるまでにもなってきました。これまで
の間、出かけることさえ自粛し、ようやく出かけられるよ
うになっても大人数での行事などを未だ見合わせるなど、
私たちの委員会も例外ではなく、この間は全ての行事を控
えてきました。
しかし、ただ何もしなかったわけではありません。何を、
どのように、いつ、感染対策は、そういったことを何度も
打ち合わせていました。最近になり、少しずつ状況が変わ
り始め、これまで検討したことに基づいた行事を開催出来
そうなところまで来ています。
2022年、私たち浅草橋地区委員会は再び皆さんと共に
動き始めます。地域で子供たちを育むために、生活様式の
過渡期の今、この地域に生きる皆さんと私たちができるこ
とにチャレンジしたいと思います。

コロナ後に向けて

浅草寿地区委員会

昨年はコロナ禍もあり、活動はおろか毎月の委員会も行
えませんでした。しかし、そのような状況でも、「親子の
ふれあい」、「地域の輪を広げる」のテーマのもと、委員全

員が「子供たちのために何かできないか」と考えています。
当地区では、各町会及び様々な団体から委員が選出され
ていますが、委員会では自由闊達に意見交換がなされてお
り、また新しい企画が立ち上がる際には、各委員の経験が
生かされ、話し合うほどに企画がブラッシュアップされ、
楽しいものとなっていきます。例えば、一昨年コロナ禍で
も行える事業として企画された「親子ふれあい防災体験＆
ウォークラリー」では、はじめ「避難所まで歩いてみよう」
というところから始まりましたが、各委員からのアイデア
を盛り込み、最終的には大人と子供が協力して取り組むス
タンプラリーとなりました。実地踏査では委員が実際に楽
しめたので、中止となったのは非常に残念でした。
感染状況は依然として厳しいですが、まずは地区内で出
来ることを皆で考え、親子の触れ合える機会を作り、また
地域に愛着を持ってもらえるような楽しく、また為になる
事業をたくさん実施していきたいと思っています。

子供たちの成長とともに

雷門地区委員会

雷門地区では例年、小学生を対象に駒形中学校の生徒の
方々にお手伝い頂き、「オリエンテーリング」や「楽しい
年賀状作り教室」を行っています。コロナ禍においては残
念ながら開催することはできませんでしたが、状況が落ち
着きましたら再開し、子供たちの笑顔を、そして歓声を聞
けることを楽しみにしております。
また、今後も安全、安心な活動を行っていくために、委
員一同で知恵を出し合い、検討を重ね、子供たちが楽しく
活動できる場を地域の皆様とともに作っていきたいと思っ
ております。どうぞよろしくお願いいたします。

オリエンテーリング
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馬道地区大運動会

馬道地区委員会

馬道地区では、毎年10月に台東リバーサイドスポーツ
センター陸上競技場にて「大運動会」を開催しています。
当運動会は、地域の町会青年部や小中学校のPTA、児
童館等が協力して運営し、小さなお子さんからご高齢の方
まで誰もが楽しめる一大イベントとなっています。
メイン競技である綱引きや、大玉送りなどの団体種目、
短距離走などの個人種目に加え、○×クイズといった様々
な競技で例年大盛り上がりとなっています。
新型コロナウイルスの影響で、２年間中止となっており
ましたが、今年こそは地域の皆で元気に開催できることを
願っています。

地域の魅力再発見！スタンプラリー

清川地区委員会

清川地区では例年「親子バスレク」や、「わくわく南極
教室」を始め様々なイベントを行っております。
昨年度は「清川地区をめぐれ！ナゾトキ宝探し」という
モバイルスタンプラリーを新たに行いました。このイベン
トはスマホを使い清川地区の指定されたスポットで謎を解
き、地域の魅力を再発見する取組みとなります。
また、開催期間を１ヶ月間とすることで三密回避の工夫
も行いました。幸いにも参加者は300名を超え、多くの方
から好評を頂き、今年度も第２弾を計画しています。
今後も地域の子供たちのため、委員一丸となり取り組ん
で参ります。

子どもの権利条約とは

「児童の権利に関する条約 （子どもの権利条約）」 は、 子

どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条

約です。 18歳未満の児童 （子ども） を権利をもつ主体と

位置づけ、 おとなと同様ひとりの人間としての人権を認め

るとともに、 成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子ど

もならではの権利も定めています。

台東区では、 子どもの自尊心を大切にし、 次代を担う子

どもが安心して健やかに成長できる社会を目指し、 様々な

取り組みを実施していきます。

詳しくは （公財） 日本

ユニセフ協会のＨＰを 

ご覧ください。

子どもの権利条約

日本語訳：( 公財 ) 日本ユニセフ協会

2

差別の禁止 子どもに
もっともよいことを

3

国の義務

4

親の指導を尊重

5

生きる権利・
育つ権利

6

名前・国籍・
家族関係を守る

8

親と引き離されない
権利

9

別々の国にいる
親と会える権利

10

よその国に
連れさられない権利

11

意見を表す権利

12

表現の自由

13

思想・良心・宗教の
自由

14

結社・集会の自由

15

プライバシー・
名誉は守られる

16

適切な情報の入手

17

子どもの養育は
まず親に責任

18

暴力などからの
保護

19

家庭を奪われた
子どもの保護

20

養子縁組

21

難民の子ども

22

障がいのある
子ども

23 24

健康・医療への
権利

25

施設に入っている
子ども

社会保障を
受ける権利

26

生活水準の確保

27

教育を受ける権利

28

少数民族・
先住民の子ども

30

休み、遊ぶ権利

31 32

経済的搾取・有害な
労働からの保護

性的搾取からの
保護

34 35

誘拐・売買からの
保護

拷問・死刑の禁止

37

戦争からの保護

38

被害にあった
子どもを守る

39

子どもに関する
司法

40

子どもにとって
もっともよい法律

41

条約の広報

42

条約のしくみ

43-54

馬道地区大運動会 モバイルスタンプラリー


