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 フェスタ実行委員長に聞く 
 ぼくはフェスタ実行委員長の小沢さんにインタ

ビューをしました。小沢さんは四街道自然同好会

事務局長やＮＰＯ法人四街道メダカの会理事など

もしています。なぜフェスタをやろうと思ったの

かきっかけを聞きました。市内には子どものため

の団体がたくさんあるので、それをたくさんの人

に知ってもらおうと思ったからだそうです。フェスタは「子どもも市

民」ということを大切にしています。   (和良比小 石橋康記者）  

 

 

   

 

 取材をした昔遊び塾はお手玉や弓矢、シャ

ボン玉を体験でき、遊んでいる子は楽しそう

だった。この昔遊び塾は地域の子どもやおと

ながふれ合うためにやっている活動で、わく

わく市民フェスタでは毎年やっているとい

う。しゃぼん玉コーナーの材料は、すべて手

作り。液は企業秘密だがいろんな物をブレン

ドしている。わくもハンガーを曲げて作っている。いろんな工夫をす

れば楽しく遊べることを伝えたい、と言っていた。これからも地域の

交流にフェスタが役立っていくと思った。  （四和小 古川記者） 

 

    

  

 折り紙であそ房の人達に聞いた。折っていたのはひ

なまつりが近いのでおひな様を作ったり、チーバくん

などです。みんなが作っていてうまくできて喜んでい

るところを見ると嬉しいそうです。 

 折り紙をおる人の年れいは、いくつでも関係なくで

きるそうです。そして「おりがみ」という言葉はどこ

の国でも通じるそうです。他の国の人に作った折り紙

を見せると「すごい！」と言ってくれて、その国の人と友達になれる

そうです。みなさんもどうぞ折り紙を折ってください。 

（和良比小 竹原記者）  

四街道市みんなで地域づくりセンター発行 2012/3 

わくわく市民フェスタ 

２０１２ 

 2012年2月19日に市内で

活動している32団体が参加

して、わくわく市民フェス

タ2012が開催されました。

子どもからおとなまで、楽

しめるイベントやコーナー

が用意され、1100名の来場

者でにぎわっていました。 

フェスタのあゆみ 

１回目 わろうべの里 

２回目 八木原小 

３回目 四街道小 

４回目 旭小 

５回目 中央小 

６回目 和良比小（今回） 

折り紙であそ房 

昔遊び塾  



  

  

 

  

 「木楽会」はおとなと

一緒に小鳥の巣箱を作

るコーナーでした。こ

の巣箱は持ち帰って木

にかけることができ

る。しじゅうから、とい

う鳥がこの季節になる

と巣を探してやってく

るというのだ。なので、この巣箱を作っている木楽会の

人たちには「たくさんの鳥が来てくれるといいな」とい

う願いがある。この日は15人が来た。材料は20セット

用意。１セット300円かかるが、材料代だ。 

 会の代表の亀田さんによると、この他にも中央保育

所のアスレチック作りや遊具の修理などもしていると

いう。そこでたくさんの写真を見せてもらったが、その

写真によるとアスレチックはたくさんの会の人が作っ

たようだ 。 

 フェスタで一番うれしいことは、作ったものを子ど

も達が喜んで持って帰ること、大事にしてもらう事だ

そうだ。        （四街道小 西川記者）  

 

  

  

 私はわくわく市民フェスタの中で参加していた「どんぐりの

森」の方に取材させてもらった。 

 どんぐりの森とは、ふつうの公園ではできないこと（木登り、、

たき火、穴ほりなど）ができる場所で、フェスタ内では遊ぶこと

のできるコーナーとして参加していた。 

 コーナーの中にある

売り物はほぼ手作り。

コーナーで売っている

ベーゴマを買うと、買っ

たベーゴマでとなりに

あるベーゴマ体験で

遊ぶことができる。 

 ベーゴマ以外の体

験では、売っている木

やせんたくばさみを使ったオリジナルのものが作れるクラフト

体験がある。その他にも、遊びの絵日記というものに、やりたい

遊びややった遊び、むかしやった遊びなどを書いてもらう。子

どもだけではなくおとなにも書いてもらい、いろんな人が楽しん

でいた。                     （南小 原記者） 

     
 私はガールスカウト

に取材に行った。どんな

活動をするのかと質問

した。みんなが一緒にい

ろんな活動をしていて、

けん玉や世界のじゃん

けんという遊びもして

いるそうだ。簡単でいらなくなったもので作って遊べ

るらしい。 

 活動はひと月に１回か２回で１年間で合計２４回

くらいやっている。この活動はすごく楽しい、と笑い

ながら言っていた。 

 首にそれぞれちがう色のチーフをしていたので、な

ぜ色が違うのか聞いてみた。年れいで色がちがうそう

だ。これからもみんなで楽しく、一緒に遊んだりしな

がら続けたいと言っていた。 （吉岡小 中川記者） 

 

  四街道こどもネットワークは、子どもとともに

地域の人と関わり合いながら、文化的体験活動を行う

ことを目的にしている団体です。主な活動は劇をした

り放課後こども教室、子どもキャンプ、ロックソーラ

ンなどです。 

 フェスタに参加して良かった点は、いろいろな子ど

もが来てくれたことですが、準備が大変だったそうで

す。フェスタには毎年参加していて、今年で６回目だ

そうです。話をしてく

れた人はいつもは大

学やせんもん学校に

行っているそうです。

四街道こどもネット

ワークの事務所は駅

から１０分くらいで

水曜日と金曜日にやっているので、ぜひ行ってみてく

ださい。          （和良比小 永嶌記者） 

四街道サンデー木工倶楽部 木楽会  

ガールスカウト千葉県第62団 四街道こどもネットワーク 

四街道プレーパーク どんぐりの森 



  

   
   
 ぼくは「まじゃりんこ」へ行き、５つ質問しました。 

Ｑ１．このコーナーは何をするところですか？ 

 Ａ．みんなとスライムやカプランというブロック 

   のような物で遊びます。 

Ｑ２．大変だったことは？ 

 Ａ．スライムの作り方 

   がわからなかった 

   こと。 

Ｑ３．お客さんの数は？ 

 Ａ．４０人くらいです。 

Ｑ４．楽しかった、嬉し 

   かったことは？ 

 Ａ．スライム作りが成 

   功したことです。 

Ｑ５．おすすめは？ 

 Ａ．全部です！といっても２つしかありませんけど・・ 

 そこでぼくもスライムを作ってみました。まず絵の具

の水溶液をコップの１/３入れます。そして次にホウ酸

割合が１/１０の水溶液を入れて洗たくノリを入れま

す。そして５分か６分混ぜます。ボロボロに分かれてし

まいむずかしい・・。そのまま放っておくと一応のびる

スライムになった。 

 スタッフの人たちは感じがいい人がたくさんいて、楽

しそうでした。となりでは、じゃんけん、しゃてき、ボ

ウリング、人間つりなど楽しそうなものを色々やってい

てとてもにぎやかでした。 

 来年は父や母と来てみたいです。 とても楽しそうな

のでみなさんも来年、行ってください。 

（四街道小 石渡記者） 

 

 

 レクリエーション

協会は魚つり、せい作

（さらまわし、かみと

んぼ）わなげと３つの

グループにわかれて

います。 

 魚つりはおとなに

も人気です。お客さん

は 夢 中 で 紙 の 魚 を

つっていました。大き

な魚はとてもむずかしくて、つっている人はほとんどい

ませんでした。点数は50点。みんなきょうそうしながら

楽しく遊んでいました。  

 せい作はおとなにも子どもにも大人気です。かみとん

ぼは、作るのがかんたんで、飛ばすのを練習したらすご

い遠くへ飛びます。さらまわしは、作るのはかんたんで

すが、まわすのはけっこうむつかしいです。親子で遊ん

でいる人がたくさんいました。作って遊べるのでせい作

は大人気！ 

 わなげは少しむずかしいけれど、ひとつ入れるとぽい

ぽいと簡単にできました。 

 レクリエーション協会のコーナーはたくさんの遊び

ができてとても楽しいので、行ってみてください。 

（吉岡小 中野記者） 

 

 

  

 フェスタにはたくさんの子ども達がいたので、私は子ども達に取材

に行った。子ども達がたくさんいたのは昔遊びのコーナーとこどもハ

ローワークだった。昔遊びコーナーには、アーチェリーやお手玉、竹トンボとゴム鉄砲にシャ

ボン玉があった。昔遊びをしている子どもに楽しいことを聞くと「５メートル近くも飛ん

だ！」（竹とんぼをしていた子）と嬉しそうに答えてくれた。他の子にも何が楽しかったか聞

いてみた。笑顔で「アーチェリー」と答えてくれた4歳の男の子もいた。こどもハローワーク

は、どんなことをする所なのか行ってみた。仕事の書いてある名札がたくさんひもについてい

た。子どもが積極的にわくわく市民フェスタの手伝いをしているそうで、たくさん置いてあっ

た仕事の名札があっという間になくなりかけていた。私は子ども達が積極的に仕事を行うなん

てすごいな、と思った。                     （四和小 寺嶋記者） 

来ていた子どもたちに聞いたよ！ 

四街道市レクリエーション協会 まじゃりんこ  



 
四街道をきれいにする会 
  

 四街道をきれいにする

会のみなさんは毎月15日

にゴミをへらすための活動

をしている。 

 きれいにする会は、毎月

15日になると市内の放置

ゴミ、不法投棄産廃、不

法棄残土の撤去や防止を

求めて、ゴミへの活動を

行ってきた。そして、先月の1月15日、99回目の活動で、参加

者は延べ人数2400人、回収したゴミ220トンを達成した。 

 きれいにする会は一般の人、中学生、高校生にゴミを拾う環

境体験活動を進めている。不法に放置されたゴミを拾って、生

徒たちや一般の人はゴミを捨てた人に義憤を感じ、自分はこ

んなことをしないぞと、決心をすると言う。 

 フェスタで取材した会の担当者中村稔さんは、「ゴミはゴミを

呼ぶ」と言う。僕もゴミを無くして四街道をきれいにしたいと思

う。                      （吉岡小 永良記者） 

 

四街道少年少女合唱団 
  

3月に16回目の定期

演奏会をする四街道

少年少女合唱団。その

父母会の榊原さん、白

井さん、石田さんに話

を聞いた。 

 この団は教育委員会

からの声かけを受けて1992年に設立。沖雅子先生のもと、毎

週日曜日に小学3年生～高校3年生が、山下千賀先生のも

と、毎週日曜日に幼稚園年中～小学校2年生が指導を受け

ている。 

 さらに東京ディズニーシーや「笑っていいとも」に出演し、昨

年はチャリティーコンサートなどにも出演した。 

 そんな団員を支えている父母さんたちが今頑張っていること

は、「団員を増やすこと」だそうだ。この合唱団は男の子が少な

く、特に男の子を募集している、そんながんばりも団員たちとひ

とつのものを作り上げるという楽しさがあるからだろう。 

 これからも団員たちとともに、作品を作り上げていってほしい。 

たすけあいの会ふきのとう 
  

 ふきのとうでは、宮城

県石巻市でとれた天然

昆布を販売していまし

た。その売り上げを石巻

に寄付します。また、そ

の昆布は震災の前にと

られた昆布なので安心・

安全です。 

 とろろ昆布、アラメ昆

布の２種類を売っていて、とろろ昆布は味そ汁などに入れると

おいしくて、アラメ昆布は煮物などの上にのせて食べたりするそ

うです。健康に良いのでみなさんも一度試して下さい。震災に

負けないでこれからもずっとがんばり続けてほしいと思いまし

た。 

 他にも車いす、アイマスク体験をやっていました。車いすに

乗った人は「世界が変わったようだ。」と言っていました。いろい

ろな世代の人たちがふれあうのはとても大切なことだと思いま

した。                      （旭小 白澤記者） 

 

 

ネットワーク大地 
  

 ネットワーク大地のわたあめを作

ろう！。これは子どもとも絆を強める

ために、という目的で行われた。 

 猿橋さんに話を聞いた。ネットワー

ク大地が作られたのは１０年前、

もっと人々の絆を増やそう、知り合

いを増やそう、そう思って作られた。

仕事は、毎日お年寄りを乗せて車

で病院に行き、車いすを運ぶこと。

お年寄りの家の電球の取りかえなど

もそのひとつ。かいごではなく、日常の手伝いをしているのだ。 

 しかし若い人が減っているという問題に、今つきあたってい

る。この問題を解決するためイベントで人を集め、口コミで若い

人に伝えるという解決策に取り組んでいる途中だ。 

 今後の目標、それはもっと人と人との絆を強めること、お年寄

りやおとなだけではなく子どもともふれ合うこと、ネットワーク大

地をもっといろいろな人に知ってもらうこと。この目標に向かっ

てネットワーク大地は今日も絆づくりにはげんでいる。 

（和良比小 大野記者） 

（和良比小 島崎記者） 



  

  

  

地域活動支援センター 
どんぐり工房 

  

 どんぐり工

房 と は、創

作活動、生

産活動、地

域社会との

交 流 等 の

サービスを

提供する場

所です。そし

て、わくわく市民フェスタでは、ぬいもの

や、細工、ジャム、クッキーなどを売っ

ていました。売っている物は、いろんな

人が得意な物や苦手な物を作ってい

るのです。 

 いつも作っている物は、火曜日だけ

みんなに見てもらいます。市役所など

でも販売しています。 

 フェスタで売っていたクッキーはどん

ぐりの粉に小麦粉を混ぜてつくっている

という工夫がありました。他にも、どんぐ

りのマグネットもありました。 

（旭小 中台記者） 

Ａ－の会（あーの会） 
  

 Ａ－の会の木内さんに聞いた。まず

何年前に始めたのか聞くと１３年前だ

そうだ。ぼくはすごくびっくりした。なぜ始

めたかと聞くと「昔は障害の人がいる

と、行きたいところへ行くことができな

かったから、行きたいところへ行けるよ

うにお母さんたちを助けようとＡ-の会

を立ち上げた」そうだ。 

 次にこのＡ－の会は、月に１回、第２

木曜日にやっているそうだ。僕は「月に

１回しかやっていないなんてもったいな

い」と思った。やっぱりＡ－の会みたい

な団体があると、障害者のいる親達は

すごく助かると思った。 

（みそら小 阿部記者） 

クロスロードスクエアーズ 

 クロスロードスクエアーズはスクエア

ダンスを教えている団体です。スクエ

アダンスとはアメリカから伝わったダン

スで、スクエア（四角）パズルのように

動くウォーキングダンスです。 

 松崎さんの話を聞きました。「ダンス

を教えてもらって、いろんな人とおどっ

て楽しい。これからもいっぱい動作やダ

ンスを覚えたい。」と言っていました。 

 次に窪園さんに話を聞きました。活

動は、フェスタなどでの、衣装の試着

やわろうべの里でダンスをしています。

今までで良かったことは、楽しくウォー

キングダンスができることです。これか

らももっとスクエアダンスをみんなに広

めたいそうです。（吉岡小 布施記者） 

 2月19日に四街道市内の和良比小学校でわくわく 

市民フェスタが行われました。そこで、ぼくたち 

こども記者が取材しました。 

 最初にフェスタに何をしにやってきたのか聞き 

ました。「遊べる場所がいろいろあるから子ども 

を連れて遊びに来た」や、「みんなと遊びに来た」

などがありました。 

 どこから来たか聞くと、物井や美しが丘から来たという人もい

ました。これからも、おとなも子どもも楽しく遊べるお祭りを続けて
ほしいと思います。             （和良比小 星記者） 

 

質問１ フェスタを何で知ったか？   質問２ 来たのは何回目？ 

1人 手紙 3人 1 人 

人から聞いて その他 

初めて 

2人 

2回 

1人 

3回 

1人 

7回 

1人 

四街道サクラソウの会 
 
サクラソウの会は80名でやっており、

植えた花を展示しています。自然に

やさしい活動です。会の人はさくら草

を育てるのは楽しくやりがいがあると

話していました。 

 展示会にだされていたサクラソウ

はきれいでした。 

(和良比小 石橋記者） 

フェスタに来ていたおとなに聞きました！ 



みんなで地域づくりセンター 

    (四街道市政策推進課分室） 

 

〒284ｰ0001  

四街道市大日396 （文化センター1階） 

TEL：043-304-7065   

FAX：043-422-7051 

Email：ymcc@bz04.plala.or.jp 

 

*Blog* 

http://ymcc135.blog135.fc2.com/ 

 

 *Facebook* 

http://www.facebook.com/
yotsukaido.tiikidukuri  

 今回こども記者として取材に参加した子どもたちは、四街道

市みんなで地域づくりセンターが主催した「子ども記者育成講

座」（全３回）の受講生19名です。 

 講座では、地域のいろいろなニュースを記事にするために必

要な技術を学びました。学校で書く作文とは違う、記事の書き

方や取材メモのとり方、記事に合った写真のとり方を学びフェ

スタでの取材に望みました。 

 今後、希望する子ども達はこども記者クラブに入会し、引き

続き取材活動を続けていきます。これからも子ども達ならでは

の視点で、地域の話題やニュース、身の回りの出来事などを発

信していく予定です。 

 こども記者と書かれた黄色い腕章が目印の記者たちの活躍を

どうぞお楽しみに！ 

活動日 活動時間・場所 内  容 

4月 7日（土）  

13:00～16:00 

 

みんなで 
地域づくりセンター 

オリエンテーション 

4月15日（日）  
取材に行こう 

（サクラソウフェスタ） 

5月12日（土）  身の回りのネタを見つけよう 

5月26日（土） 記事について話し合おう 

6月 9日（土） 学校のニュースを話し合おう 

6月23日（土） 書いた記事を発表しよう 

夏休み中 
秋の新聞発行に向けて活動します。日程は決まり次第

お伝えします。 

 四街道こども記者クラブ  

みんなで地域づくりセンター 

 

□小学校4年生以上はだれでも参加できます。中学生、高校 

 生の参加も大歓迎です。 

□秋には自分たちの新聞を作成し、市内の全戸配布予定 

□お申し込みはみんなで地域づくりセンターまで 

http://ymcc135.blog135.fc2.com/
http://www.facebook.com/yotsukaido.tiikidukuri
http://www.facebook.com/yotsukaido.tiikidukuri

