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編集
後記

 先日ある地域で中学生と大人が集まって
「流しそうめん＆BBQの会」がおこなわれま
した。これは、夏祭り・盆踊りで、地域の方と
共に運営にたずさわった中学生に対して、大

人の方が「ありがとう。ごくろうさん！」という感謝の気持ち
を表すために開いた会だそうです。一つの行事参加をきっ
かけに、大人と中学生のつながりが深まっていくんだなぁ
と感じました。まさに「地域の絆」です。

プレゼント
①氏名②学校名③学年④やななへのメッセージをハガキに書いて、下記住所あて
「プレゼント係」まで！筆談で使ったスケッチブックもプレゼント！欲しい人は
「スケッチブック希望」と書いてネ！

 岐阜市生まれ。アクアージュ柳ヶ瀬に住む人魚「やなが せいこ」は、ある時人間のながせ君に恋をし
ましたが、西の魔女に魔法をかけられ、身長８cmのゆるキャラ「やなな」になってしまうというお話。岐
阜の枝豆を食べると20倍に巨大化し、写真のような姿になって動き回れる！お散歩中は、マネージャー
の佐藤さんといっつも一緒。佐藤さんにはいろんなことを教えてもらって感謝感激だそうです。
 ちなみに年齢は8歳（誕生日は忘れてしまった…とのこと）、好きなものは「柳
ヶ瀬・岐阜の枝豆・段ボール」その他はやななの公式ブログで調べてみてね！

　「自分のファンをいっぱい作れば、柳ヶ
瀬もきっとにぎやかになるはず！」と、道
ゆく老若男女に次々と近づいておふざ
け?!する「やなな」。
　「自分が動けば、まわりは変わる！」を
実践する"やながせいこ"さんの底知れぬ
パワーに、「柳ヶ瀬」の将来は明るいと感
じました。

みんなへのメッセージ

「ゆるキャライベント」へ出かけます！

「柳ヶ瀬」に対しての思いは…

表紙絵募集！

やななさんの写真付きサイン入り特製段ボールを
プレゼント！
くわしくは、裏面プレゼントコーナーをご覧ください。

どうすれば会えるの？

やななはこわくないから大丈夫！柳ヶ瀬で

いっしょに遊びましょうね ｜*
, 
v 
,
｜b

やななは段ボールやけど強く生きとるで、み

んなもへこたれずにファイトやよ！｜*
, 
v 
,
*｜

やななは不審者じゃないで、お子さんと遊ん

どっても「つーほー」しちゃ嫌ヨ！｜
, 
v 
,
;｜

ラジオ番組に出演する「人で人
呼ぶ街づくり」を手掛ける“ひと
ひとの会”代表の佐藤徳昭マ
ネージャー。(中央 )「やななの育
ての親?!」と言われている。

小学生のみなさんへ→

中学生の皆さんへ→

保護者の皆さんへ→

初心者歓迎・団員募集中

岐阜ジュニア吹奏楽団

青少年団体青少年団体

　市内で活躍する  

青少年団体

　市内で活躍する  

 平成19年、当時岐阜北高校１年生のASUKAさんが描
いてくれた「情報誌egg」のマスコットキャラクター「い
のくっち」。織田信長の時代まで「井ノ口」と呼ばれて
いた岐阜市。その「井」とeggの「ひよこ」のイメージを
重ねてデザイン化したものです。今回、学校給食の食器

デザインとして採用されることになりました。９月から順次各学校で使わ
れ始めています。かわいい「いのくっち」と一緒に、楽しい給食の時間を
過ごしてね。それから、お残しを少なくすることもお忘れなく！
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 eggのホームページにアクセスしよう！

岐阜市ホームページ  http://www.city.gifu.lg.jp/

「悩みごと」を
抱え込まないで！

サイン入り特製段ボール（写真付き）
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『未来の町と乗り物』鈴木　幹也さん（岩小学校6年）

撃直
ーュビタンイ

やながせいこさん
柳ヶ瀬ゆるキャラ

撃直 ーュビタンイ

やながせいこさん

　昔っから岐阜と言えば「柳ヶ瀬」。でも最近は「人」がちょっぴり少なめでさみしい感
じも…。そんな「柳ヶ瀬」をどんどん盛り上げていきたいと、お話の世界から登場した“や
なな”こと「やながせいこ」さん。秋っぽくなってきた金曜日のお散歩タイムに、何かと謎
が多い「やなな」さんご本人にお話をうかがいました。（といっても声は聞けずに筆談で
したが…）

やながせいこ（通称：やなな）さん プロフィール

誌信発報情
誌信発報情

発市阜岐
発市阜岐 誌信発報情

発市阜岐

自分が動けば、まわりが変わる！

通称：やなな（柳ヶ瀬商店街非公式キャラクター）

この地から！
この力！

『アニメーターになりたい』
城 流星さん（則武小学校4年）

eggマスコットキャラクター
いのくっち
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デジタルegg 検索

 「egg27号（2010年1月発行）」の表紙をかざ
る絵を描いてみませんか？テーマは《未来》で
す。未来のことなら何でもOK。未来を創造して
みましょう！ 
 はがき裏面いっぱいに絵を描き、あて名面の
左に下記の必要事項を記入して、中央青少年会
館「egg表紙絵係」まで送ってください。
　12月15日〆切 採用者にはプレゼント進呈。
●氏名  ●住所 ●電話番号
●学校名 ●学年 ●絵の題

プレゼント

毎月第3日曜日は「家庭の日」です。“家族でふれあう時間を大切にしましょう！”

家庭教育啓発市民運動「話そう  創ろう“家族の夢”を！」
つく

 「自分たちの活動の様子を知ってほしい、見てほしい！」という岐阜市内の青少年の団体がありました
ら、ハガキまたはFAXで情報をお寄せください。お待ちしております！

次回eggであなたの所属する団体紹介しませんか？次回eggであなたの所属する団体紹介しませんか？次回eggであなたの所属する団体紹介しませんか？大募集！大募集！

地域ボランティア講座 地域貢献に役立つ力を、体験を通して身につけます。

宿泊研修講座（8/6・7）高齢者との交流（7/31）早田太鼓体験（7/18）

岐阜空襲の話を聞く会（7/4） 伊自良川遊び（7/19） 命を考える授業（9/26）

なんと…我らの「いのくっち」が…
　　　　　　　　ついに「給食食器給食食器」デビュー！

●お問い合わせは…
 ☎058-371-7884（担当：八代さん）

いのくっち

やなな 検索

親子チャレンジ講座 岐阜市の自然や歴史、文化などを、体験を通して学びます。

三輪中2年  青木さん

 僕は、4年前のegg16号を見て入団しました。全くの初
心者で不安だったけど、楽器を演奏するという夢を実現
したかったのです。今は、トロンボーンを担当していま
す。練習がきついこともあるけど、団員同志でも教え合
いながら楽しく活動しています。毎週日曜日、岐阜駅前
のじゅうろくプラザが練習会場です。みなさんも一緒に
演奏しませんか？

　東京都や滋賀県でおこなわれる全国的なイベントにも
いっぱい出かけとるよ。そこにはいろんなゆるキャラ（例え
ば…彦根市の「ひこにゃん」とか、伊賀市の「いが☆グ
リオくん」）が来てるけど、絶対に忘れないのは、やななが
大好きな「柳ヶ瀬」をいろんな人に知ってもらって、来て
もらえるようにお願いしてくることなの。だから、eggを読
んだみんなも柳ヶ瀬に来てねぇ～！

　毎週金曜日か第3土曜日の夕方5時ごろから「柳ヶ瀬」をお散歩する
よ。高島屋前のステージのところで待っててね。それから、11月1日
（日）は長良川であるインラインスケート国際大会にも行くからね。
　ちなみに左の写真は元のわたし。アクアージュ柳ヶ瀬にいるからよろ
しく。

　すんごくステキな人がいっぱいやよ！お散歩している
と、カメラで写真を撮ってくれるし、「やなな～」って声も
かけてくれるし…。
 それから、ステキなお店もいっぱいやよ。やななの顔がつ
いてるトートバッグ、やなながデザインされてるとっても
おいしー「柳ヶ瀬プリン」なんかも売ってるよ。だから、
もっともっといろんな人に来てもらいたいの。みんなお願い…ぜったい来てね。｜’ｖ’｜ｂ 



お祭りに研
修に

大活躍です
！

地域で輝く中高生
リングプル回収（8月～）

本郷インリーダー（8/8） 合渡インリーダー（8/8）

木之本インリーダー（9/12） 厚見インリーダー（9/13）

　MJＩ（明郷ジュニアインリーダー）の皆さんが、福祉貢
献（車イス・ワクチン購入）の
ためにリングプルやペットボト
ルキャップの収集を呼びかけて
います。公共施設に回収箱を置
いてもらい、集まった分を定期
的に回収に来ています。

三輪北夏祭り（8/22㊏）
　三輪中学校約40名の皆さんが、スタッフとして夏祭りに
参加しました。前もって公民館
に集まり役割分担と打合せをし、
当日を迎えました。ポップコー
ンやお好み焼き、焼きそばの
ブースで大人の方と一緒になっ
て販売をおこなっていました。

曽我屋納涼盆踊り（8/8㊏）
　岐阜西中学校のバスケットボール部11名の皆さんが、お
菓子つりゲームと駄菓子販売を
おこないました。主催者の方に
場内アナウンスを通じて「西中
ボランティアのみなさん、あり
がとう！」と特別な声をかけて
いただき、会場は拍手に包まれ
ました。

ハートフルフェスタ（9/13㊐）
　小学校区の子ども会フェスティバルに、毎年厚見中学校
の生徒会執行部が中心となり、
コーナー出店をしています。今
年は、空き缶積みタワーコー
ナーを企画。まわってくる小学
生にわかりやすくルールを伝え
る姿には「さすが中学生！」と
感じました。

常磐夏祭り（8/2㊐）
　青山中学校約10名の皆さんが、スタッフとして夏祭りに
参加しました。毎年生徒会執行
部のメンバーが参加する恒例行
事で、空き缶・牛乳パックのリ
サイクルコーナーをおこないま
した。ブースへやってくる方と
のふれあいが、地域との絆を深
めることにつながっていました。

ふれあい盆踊り（8/8㊏）
　伊奈波中学校18名の皆さんがふれあい盆踊りの会場で、
子ども向けの遊びコーナーを担
当。当日昼前から準備作業を行
い、夕方から子ども達とのふれ
あいを楽しみました。お祭り直
前には、青色回転灯付き街宣車
で、地域への広報活動も担当し
ました。

夢ふれあい広場（9/4㊎）
　10月24日に行われる西郷夢ふれあいフェスティバルの
事前企画会議に、岐北中学校の
3年生代表2名が参加しました。
地域の大人の方と一緒に、当日
中学生がうけもつブースについ
て、その中身を話し合いました。
企画会議から参加するなんてす
ごいことですね。

なつまつり（8/26㊌）
　金華地域の青少年育成市民会議家庭部会のみなさんが、企
画したイベントに伊奈波中学校
の11名の皆さんがサポーターと
して参加しました。乳幼児といっ
しょにゲームやお菓子つかみなど
をおこないました。ふだん経験す
ることのない小さい子とのふれ
あいはいい勉強になりました。

下奈良夏祭り（8/24㊊）
　精華中学校下奈良の地区生徒会役員4名が、地元の夏祭
りにスタッフとして参加しまし
た。なかなかうまくできなかっ
た担当のかき氷。地域の方に教
えていただきながら、だんだん
うまくできるようになり、小さ
い子ども達にも大好評でした。

設立総会（9/13㊐）
　岐阜市及びその近郊に住んでいる中高生25名が、「岐阜
市のために貢献したい」を合い
言葉に新しい組織「岐阜ユナイ
テッドチルドレン」を立ち上げ
ました。岐阜まつりでの清掃活
動からスタートし、今後もいろ
いろな企画を考えていこうとし
ています。

学校のこと、友だちのこと、家族のこと、自分のこと。
自分一人じゃ解決できなくても、誰かに相談すれば
何かがかわるかも、少しは心が晴れるかも…

かか こなや

特集「悩みごと」 を抱え込まないで！
「悩みごと」は誰にでもあるよ！

（青少年教育データブックより）（青少年教育データブックより）

研修会でしっかり説明を聞きます！ 子どもフェスティバルで大活躍！

司会や説明も自分たちでがんばります！ お祭りのジュース販売はまかせて！

　悩みには、簡単に解決できるものもあれば、長い時間をかけて解決してい
くもの、自分一人ではなかなか解決できないものもあるでしょう。
　あなたなら、一人では解決できないような悩みごとを誰に相談しますか？
世界青年意識調査報告書によると、「学校の友達」とする回答が52％、「母
親」が45％、「父親」が22％と続き、そのあとに「恋人」「兄弟姉妹」となっ
ています。（複数回答）　
　この結果からは、身近な人が相談しやすい相手だということがよくわか
ります。でも、知っている人だと相談しにくいということも多いのではない
でしょうか。話したいけど話せない、誰に
相談していいかわからないというような
悩みごとを抱えている人って多いんじゃ
ないですか？

気軽に電話相談ができる！

「悩みごと」をそのままにすると…

どんな相談を聞いてくれるの？ それぞれの施設によって、相談内容の傾向も少しずつ違っています。
自分の悩みと比べながら、相談するところを考えてみてはどうですか？

　悩みごとをそのままにしていると、気分的にイライラ・むしゃくしゃするだけでなく、それが原因で人間関係がうまくいかなくなった
り、勉強に集中できなくなったりします。そういったことが続くと、自分自身が心の病気になってしまうこともあります。悩みごとをそ
のままにしないことが大切になってくるのです。

　専門の電話相談員が皆さんの相談に耳を傾けてくれま
す。時間の許す限り、真剣に話を聞いてもらえます。平成
20年度は840件の相談を受け付けました。
　特に、学校に関する悩みごとについては、相談をした方
のOKがもらえれば、各学校と連携して、解決へ向けた方法
を考えていくこともおこなっています。直接学校には相談
しにくいことでも、まずは電話で相談してみてください。

　専門の電話相談員が皆さんの相談に耳を傾けてく
れます。
　いじめ相談24については24時間対応してもらえます。
　また、電話相談だけでなく、面接相談も可能です。
総合教育センターにある相談室には、お互いに緊張し
ないような工夫もされているそうです。相談員とお話
しする中で、自分の悩みを解消する方法を見つけてい
くこともできそうですね。
（面接受付用電話058-271-3328）

　皆さんのような小中学生だけでなく、保護者から
の相談も多く受け付けています。児童福祉司や児童
心理司などとの面接相談もおこなわれています。ま
た、ケースによっては医師などが対応に当たることも
あります。

　警察施設ということもあり、非行や犯罪に関する相談があります。
そのため、専門的な知識をもった少年補導職員や少年相談アドバイ
ザーが悩みごとを聞いてくれます。
　相談内容に合わせて、解決への方向性をつけることを意識してアド
バイスをしていただけるそうです。建物が警察本部庁舎とは別の場所
にあり、面接相談にも来やすいように配慮されています。また、岐阜中
警察署内にも地区サポートセンターがあります。

勉強のこと

将来のこと

家族のこと

友人のこと

異性のこと

お金のこと

自分の性格や体のこと

44.4

16.0

2.4

5.1

2.2

10.0

16.0

48.9

11.9

3.4

11.1

4.5

7.4

21.1

学校・学級
育児しつけ
不登校
家族関係
いじめ
友人
異性関係

・・・・17.7％
・・・・11.0％

・・・・・・・・・・・6.5％
・・・・・・・・6.9％

・・・・・・・・・・・4.3％
・・・・・・・・・・・・・・4.0％

・・・・・・・・1.0％

平成20年度の相談状況
(主なもの）

平成20年度の相談状況
(主なもの）

電話をうける相談員電話をうける相談員

面接相談も可能です。面接相談も可能です。

平成20年度の電話相談状況
(主なもの）

平成20年度の電話相談状況
(主なもの）

いじめ
不登校　　　　　　　　　　　　　　　　
学校生活
家庭生活

・・・・・・・・・・・15％
・・・・・・・・・・・14％
・・・・・・・・12％
・・・・・・・・10％

岐阜市教育委員会　少年センター岐阜市教育委員会　少年センター 岐阜県教育委員会岐阜県教育委員会 岐阜県  中央子ども相談センター岐阜県  中央子ども相談センター岐阜県  中央子ども相談センター

中学生の悩みごと・心配事は？中学生の悩みごと・心配事は？

平成20年度の相談状況
(主なもの）

平成20年度の相談状況
(主なもの）

児童虐待
不登校
性格行動
保健相談
いじめ
心身障害

・・・・・・・・32.4％
・・・・・・・・・・13.2％
・・・・・・・・12.4％
・・・・・・・・・5.7％

・・・・・・・・・・・・4.1％
・・・・・・・・・1.5％ 面接相談の部屋面接相談の部屋

平成20年中の相談状況
(主なもの）

平成20年中の相談状況
(主なもの）

家庭問題
交友問題
学校問題
非行問題
犯罪被害

・・・・・・17.8％
・・・・・・16.2％
・・・・・・15.7％
・・・・・・・12.4％
・・・・・・・・・・7.6％

らぴぃ
岐阜県警察本部  少年サポートセンター（ヤング・テレホン）岐阜県警察本部  少年サポートセンター（ヤング・テレホン）岐阜県警察本部  少年サポートセンター（ヤング・テレホン）

悩みごと（複数回答） 男子（％） 女子（％）

とくめい
　匿名（自分の名前を言わなくていい）で、電話相談できるところがいく
つもあります。岐阜市にある電話相談窓口（一部）を紹介します。以下
の電話相談は、いろいろな悩みごとの相談にのってもらえます。

明徳 三輪北

合渡

厚見

常磐

早田

西郷

金華

市橋 岐阜UC

地域とのつながりが広がっています！
学校を卒業した後も、活動に参加できるといいですね！

いきいき！インリーダーいきいき！インリーダーいきいき！インリーダーいきいき！インリーダーいきいき！インリーダー

「地域ボランティア講座」＆
　 「親子チャレンジ講座」のご案内
「地域ボランティア講座」＆
　 「親子チャレンジ講座」のご案内

地域ボランティア講座 対象：中1～高3

主催／岐阜市教育委員会

U 小さい子どもと遊ぼう！冬①～③ ①長良・②本郷・③西の各児童センター

講 座 名 日　付 会　場

12/5

親子チャレンジ講座 対象：小学生とその保護者

⑦

⑧

ふれあいの森オリエンテーリング

農業体験Ⅱ

長良川ふれあいの森

高橋農園（各務原市川島町笠田地区）

講 座 名

11/14

12/6

それぞれの申込方法については、学校から配布されたチラシを確認してください！

日　付 会　場

♥岐阜市教育委員会　少年センター
　TEL ０１２０－４３－７８３０（市内からは無料）
　月～金曜日　9:00～18:00（祝日・年末年始は除く）　　
♥岐阜県教育委員会　
　ほほえみダイヤル　TEL ０１２０－７４５－０７０（フリーダイヤル）
　　月～金曜日　8:30～17:15（祝日・年末年始は除く）
　いじめ相談24　TEL ０１２０－740－０７０（フリーダイヤル）
　　365日24時間対応

♥岐阜県　中央子ども相談センター
　TEL ０１２０－７６１－１５２（フリーダイヤル）
　月～金曜日　8:45～21:00  （祝日・年末年始は除く）
　土曜日      　8:45～17:00  （祝日・年末年始は除く）
♥岐阜県警察本部　少年サポートセンター  
　TEL ０１２０－７８３－８００（フリーダイヤル）　
　365日　24時間　対応

・・・・・

北・青山・ルーム・東の各青少年会館でも各種講座が開催されます。学校から配られる
チラシを見て申し込んでね！


