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創刊号（第 1号）
平成24年11月1日発行
四街道こども記者クラブ
www.kodomokisha.jp

はじめに

みんなの学校をのぞいてみよう

どうなる！？ 10年後の四街道市

佐渡市長に聞いてみました！四街道市の未来

夏祭りのうらがわ

四街道ふしぎマップ

編集後記



こどもたちが作るまちのメディア。
四街道こども記者クラブ発進。

5月 6月 7月  8月

発行までのプロセス

はじめに

オリエンテーション

サクラソウフェスタ取材

質問の仕方を学ぶ

写真の撮り方を学ぶ

写真選び、記事の見直し

最終原稿の作成

企画アイデア会議

取材テーマを決める

記事の作成

取材、記事のまとめ

9月 11月4月

　四街道こども記者クラブは、四街道市内の小学校、中学校から集まって来たこども

たちによる「まちのメディア」作りの活動です。小学4年生から中学1年生の21名が

隔週土曜日の13時から16時に、四街道市みんなで地域づくりセンターに集まり活動

してきました。運営は大学生や地域の社会人、主婦やNPOのスタッフ、研究者といっ

た多様な人々が担い、四街道市みんなで地域づくりセンターとの協働プロジェクトと

して行ってきました。

　活動の特徴は、企画・テーマの構想から取材、そして編集といった一連のプロセスを、

大人の助言を受けながらも、こどもたちが中心となって行うことです。4月に集まっ

たこどもたちは、「どこに取材に行って、誰に会いたいか」「何をテーマとするか」に

ついてアイデアを出し合いました。そうして出てきたアイデアを約15個のテーマに分

けて、さらに興味のあるテーマを絞り、4つの班に分かれて通信を制作していくこと

になりました。「まちの学校班」「まちの未来班」「まちのイベント・グルメ班」「まち

のふしぎ班」となったこども記者たちは、何度も目的・対象・取材方法を話し合い、

取材活動と編集を行ってきました。こどもたちの視点で切り取った四街道をどうぞお

楽しみ下さい。
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体育
理科
図工
社会
音楽
算数
その他

23%
14%

11%
11%

10%
8%

まちの学校班　　芝崎 愛、竹内 愛美、西田 真結、古川 笑

好きな科目 好きな給食メニュー 好きな人はいますか？

クラスで流行っていること お気に入りの場所 学校のじまん

1—

6

1

1

35

7

40

7

　体育をはじめ実技が多いですね！ 理科が2

位に入るのは意外だと思いました。また、国

語は人気があると思っていたけれど入ってい

ません。なぜでしょうか？

　ゼリーは七夕ゼリーなど季節によって種類

があって美味しいです！ サラダはポパイサ

ラダ、シーザーサラダなどがあります。唐揚

げなどのおかずが入っていなくて意外です。

　いる人といない人が半々ですね！ 小学生

では「男女で一緒に遊んでいる」という意見

も多かったです。中学生の回答では「好きな

人がいる」という意見が大半でした。

歌　恋バナ　サッカー

　各学校で流行っていることは色々とありま

した！ 替え歌や踊りも流行っているようで

す。例えば、AKB48の曲を踊ることで、み

んなと仲良くなれるのでおすすめです。

校庭　図書室　自分の教室

　図書室という意見が多くて驚きました！ 

自分の教室は落ち着きますよね。校庭は色々

な学年と交流できるので楽しい場所です。　

どんな遊びをしているのかも気になります！

あいさつ　校舎の形が特徴的　仲良し

　あいさつ、笑顔、仲がいいなど、とてもい

いことだと思うので、これからももっと良く

していけたらいいですよね！ 校舎の形が特

徴的とは……。どんな形なんでしょうかね？

1

2 3

4

ゼリー

サラダ 牛乳

あげパン
いる

54%
いない

46%

アンケート　児童・生徒に聞きました！ 先生の知らないクラス事情

校長先生のお話 私たちは学校のいいところ、学校生活でのみんなの疑問の答えを記事にして

伝えたかったので、校長先生に協力していただき、直接インタビューを行いました。 
校長先生おねがいします。

● 活動を終えて

　校長先生のことを色々聞け
て良かったです。学校のこと
も知れておもしろかったです。
芝崎 愛

　色々な人にたくさん質問で
きてよかったです。楽しかっ
たです。
竹内 愛美

　伝えたいことを少ない文字
でまとめることが難しかった
けど楽しかったです。
西田 真結

　取材するのは緊張したけど、
とてもいい経験ができました。
楽しかったです。
古川 笑

私たちは市内の園児、児童、生徒、卒業生に学校の楽しさやいいところを知ってもらうための記事を書くことにしました。

そのため、四街道市内の5つの小中学校の児童生徒約150人にアンケート調査を行い、結果をまとめました。

23%

みんなの学校をのぞいてみよう！
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　自分たちが大人になったときにどんな社会になっているのか？ 市民が10年後の四街道についてど

う思っているのか？ そして10年後の四街道について市長がどう思っているのか？ について知りた

い！ そして、みんなで考えたいので取材をしました。

「おとな」が思い描く10年後の四街道 「こども」が思い描く10年後の四街道

みんなが
楽しいことが
できるまち

こどもたちが
育ちやすいまち

おもいやり、感謝
いたわりのある

明るいまち

30代・デザイナー 30代・自営業 70代・お茶の先生

バリアフリーで
お年寄りが不便なく

過ごせるまち

宇宙に行く
エレベーターが

ほしい

今以上に全ての
市民が楽しく快適に

過ごせるまち

10代・中学生 10代・小学生 10代・中学生

まちの未来班：角田 愛奈、寺嶋 菜々子、中川 怜美、原 絵里砂

　四街道市で暮らす市民のみな
さんからも意見がありましたが、
私も四街道ではやはり安心して
暮らせたらとてもいいと思いま
す。市民の一人ひとりが安全へ
の意識を高めていけばきっと安
心して暮らせるまちになると思
います。

寺嶋 菜々子

　私は、車が空を飛んだりタイ
ムスリップができたりする未来
のまちがいいなと思っていたけ
ど、いろんな人の意見を聞いて
から、やはり自然が残ったまち
のほうがいいと思いました。自
然が残ったまちのほうが楽しい
と思ったからです。

原 絵里砂

　今65歳の人が多く、10年後に
は70代になるというので、お年
寄りについての意見が沢山あり
ました。その中の意見で、これ
から大手スーパーより小さなお
店 が 必 要 だ と 言 っ て い た の で、
小さいお店を大切にする必要が
あると思います。

中川 怜美

　10年後の四街道は、緑がたく
さんあって、お年寄りも暮らし
やすいまちになっていてほしい
です。そのためには、四街道市
のみんながお年寄りに優しくし
て、植物や緑を大切にすること
を心がけていけばいいと思いま

した。

角田 愛奈

　まちづくり市民会議に参加していた方々にインタビュー
しました。参加された方からは「年をとると大きいスーパー
に行くのは大変なので、歩いて買い物に行ける場所がある
といい」「お年寄りもこどもも、地域の人がふれあえる交流
の場が増えてほしい」「健康、思いやり、感謝、いたわりをもっ
て話ができるまちになるといい」「四街道で生まれた子が、
育ってよかったと思えるまち。こどもが安心して暮らせる
といい」「四街道以外に遊びに行く人が多いので、四街道市
内で面白くて楽しいことができるまちがいい」という意見
がでました。ありがとうございました。

　四街道市に住んでいるこどもにインタビューしました。
「今以上にお年寄り、こども、体が不自由な人、妊婦さんに
優しいまち。今よりも、すごく快適に楽しく過ごしてほし
いから」「バリアフリーなどでお年寄りが不便なく過ごせる
ようなまちになっていてほしい！ お年寄りが生活しやすく
なると、地域が活性化されるから」「自然を壊さず、木がた
くさんあるまち。緑をいっぱいにして、野生の動物が増え
てほしい」「宇宙に行くエレベーターがほしい。楽しそうだ
から」などの意見がありました。１０年後、本当にそうなっ
ていればいいなと思いました。

http://www.yotsupo.com/

四街道の地域情報ポータルサイト「よつぽ」

ケータイ・スマホ・パソコンでご覧いただけます。 サ
ク ラ ソ ウ フ ェ ス タサ
ク ラ ソ ウ フ ェ ス タ

2013 年 4 月 21 日（日）10:00-16:00
四街道中央公園野球場
http://www.sakurasou-festa.com/

市民みんなで春の到来を楽しみましょう！

　　 Dining Bar
C.O.D. TAPAS

JR 四街道駅南口徒歩 1 分　　　 

営業時間 19:00 - LAST（日曜日定休）

☎ 043-309-7628　http://www.tapa-s.com/

タパスでタコスが
オススメです！
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まちの未来班　　角田 愛奈、寺嶋 菜々子、中川 怜美、原 絵里砂

子育て日本一のまちを目指している佐渡市
長にこどものころの様子や市長のお仕事、
四街道市への想いを聞きました！

千葉県弁護士会所属

所長弁護士 松田和哲　 弁護士 安藤なつきよつかいどう法律事務所地域に根ざした法律事務所

● 相談受付時間
平日 9:00-18:00
事前にご予約下さい。

☎ 043-310-5133　
四街道市四街道1-7-9中島ビル3階　
http://www.yotsukaido-lo.jp/

● 法律相談料
30分 5,250円（税込）
借金のご相談は初回無料です。

● 主な取り扱い業務
少年事件  子どもの福祉  児童虐待被害者支援
一般民事事件  家事事件  破産・債務整理  刑事事件

—
—

 

 

 

…
…

—
—
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まちのイベント・グルメ班　　阿部 亜海、内村 池佳、白澤 理江、筒井 若葉、中台 彩香、南澤 ののか

ご当地グルメサロンに参加しました！　四街道市みんなで地域づ

くりセンター主催のご当地グルメサロンに参加しました。8月2

日第1回目の参加者は15人。話し合いの中で、事前に考えてき

たサクラソウ 〝力〟スープを紹介すると、「白玉は、お年寄りか

らこどもまで親しみがあるよね」「にんじんだけでなく、カラー

ピーマンもサクラソウの形にするといい」等の意見が出ました。

　ご当地グルメの役割について参加した人に聞くと「四街道に来

た人に食べてもらい、四街道の物をお土産にしてほしい」「ご当

地グルメができることで、人と人とのつながりができる」と言っ

ていました。ご当地グルメを作ることで、四街道産の食材の美味

しさが広まり、地域全体が仲良く楽しくなると感じました。グル

メサロンで話し合ったご当地グルメが商品化され、広まれば地域

全体が盛り上がり、四街道が有名になるでしょう。

内村 池佳　　　　　筒井 若葉　　　　　南澤ののか

10

1

 

1

23

 

5

20

20

２００

１３０
60

楽しいお祭りを企画する人や太鼓を披露する人々が、

どのような想いでお祭りをつくっているのか知りたかったので、

ふるさとまつりを支える人々に取材をしました。

 
 

 

試食してみました！

第1回ご当地グルメサロンで提案した、サク

ラソウ“力”スープを9月1日（土）に、こども記者クラブの皆で作っ

て食べてみました。「カラーピーマンを入れたのが、斬新で良かっ

た」「卵が入っていて、ほっとした」「野菜がたっぷりで、栄養が

豊富そう」などの感想があがりました。型抜きをした野菜に玉ね

ぎを加えてかき揚げを作ると、もう一つご当地グルメができま

す！ 飲むとほっとして優しい味のサクラソウ “力” スープ、ぜ

ひ作って飲んでみてください！

● 作り方
１  鍋にダシ汁を入れ、沸騰したらさ
つま芋、にんじん、大根、カラーピ
マンを入れる。※にんじん、カラー
ピーマンはサクラソウの形に、さつ
ま芋は菜の花の形に型抜く。
２  具が柔らかくなったら白玉、小松
菜、とき卵の順で入れる。
３  味付け（塩、醤油）をしてサクラ
ソウ 〝力〟スープの完成♪

　四街道にもご当地グルメがあったらいいのに……。この思いから、四街

道のご当地グルメを作ろうとしている人たちが集まる「ご当地グルメサロ

ン」に参加し、取材を行いました。そこで得たアイデアを活かし、四街道

産の食材を使って、食べた人に喜んでもらえるメニューを作りました！

サクラソウ 〝力〟スープのレシピ &  作り方

600cc
12個
各1/2本
1/2個
1個
1/5本
1把
小さじ1と1/2
小さじ1

● レシピ（4人分）
ダシ汁
白玉（ゆでたもの）
さつま芋、にんじん
カラーピーマン
卵
大根
小松菜
塩
醤油
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まちのふしぎ班　　石橋 聖梧、石渡 壮馬、染谷 太陽、竹原 孔龍、竹原 珠樹、永嶌 竜也、星 海里

　四 街 道 十 字 路 に あ る 榎 は、
江戸時代に一里 (3.9km)ごとに
植えられた一本です。なぜ榎な
のかは大きくて目立ちやすい
ので旅人などが休んだり荷馬
が休憩したりする茶屋があっ
たそうです。佐倉の殿様の一行
が江戸と佐倉を往復した時に休
憩したとも伝えられています。

竹原 孔龍

　旭小学校裏にあったその木
は ど こ に で も あ る 木 で し た。
木は成長し邪魔になり、切ら
れ て し ま い ま し た。し か し、
電線に幹の一部がくっついて
いたので、残ってしまいました。
ぼくは電線に木がくっつくな
んてすごいと思いました。

星 海里　　

　牛のおっぱいのようなもの
がたくさんたれている木があ
りました。場所は小名木の吉
祥寺跡地です。なぜおっぱい
みたいなものがたれているの
か調べました。これは呼吸を
するところです。年をとると
このような牛のおっぱいみた
いに細長いものができます。

竹原 珠樹

　幹の真ん中にタイヤがつい
たようなケヤキを見つけまし
た。丸くて真ん中がへこんで
いました。よく調べてみると、
じつは幹が丸く曲がったもの
がタイヤのように見えていま
した。この木は栗山の蓮花寺
にあるので見て下さい。

永嶌 竜也

へんな木電線に残された木の幹榎（えのき）の休憩所

四街道のふしぎな自然 この小さい四街道市にも身近にふしぎな木がたくさんあります。皆さんも探してみて下さい。

四街道
ふしぎマップ
四街道の都市伝説、ふしぎスポットが知りたい！
実際に話を聞いたり、現地に行ったりして調べ
てみました。皆さん知っている話や場所はあり
ましたか？ 他にも知っているところがあれば、
こども記者クラブまでご連絡ください！

（宛先は info@kodomokisha.jpまで）

参考資料
ルボン山：四街道市社会教育課資料より
天狗　　：四街道市の民俗散歩亀崎より

…
…

…
…

(
)

 
 

 

(
)

(
)  

 

1 2 3 4

天

ル

タイヤがついたケヤキ
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編集発行人　佐藤 裕紀

取材　　　　阿部 亜海　　石橋 聖梧　　石渡 壮馬

　　　　　　内村 池佳　　角田 愛奈　　芝崎 愛

　　　　　　白澤 理江　　染谷 太陽　　竹内 愛美

　　　　　　竹原 孔龍　　竹原 珠樹　　筒井 若葉

　　　　　　寺嶋 菜々子　中川 怜美　　永嶌 竜也

　　　　　　中台 彩香　　西田 真結　　原 絵里砂　

　　　　　　古川 笑　　　星 海里　　　南澤 ののか

撮影　　　　原 絵里砂　　竹原 孔龍　　竹原 珠樹

　　　　　　永嶌 竜也　　星 海里

編集　　　　赤田 香織　　石川 恵理　　伊藤 恵理香

　　　　　　小栗 也実　　齋藤 久光　　寒水 久美子

　　　　　　丹波 佳隆　　露久保 光平　富田 歩

　　　　　　花田 朱峰　　古川 美之　　三浦 悠太郎

　　　　　　山田 咲　　　吉川 南　　　両見 英世

デザイン　　両見 英世

協力　　　　四街道市みんなで地域づくりセンター

　　　　　　四街道市役所

協賛　　　　株式会社プライム

　　　　　　内村 由紀さん

　　　　　　永嶌 章さん 

印刷　　　　株式会社エリート情報社

発行所　　　四街道こども記者クラブ

　　　　　　284-0001 千葉県四街道市大日 396

　　　　　　043-304-7065

　　　　　　info@kodomokisha.jp

　　　　　　www.kodomokisha.jp

　　　　　　www.twitter.com/kodomokisha_jp

　　　　　　www.facebook.com/kodomokisha

 
 

   
 

   
 

 

…
…

   
 

無料体験レッスン
受付中です！

千葉県四街道市大日 304-27
☎ 043-422-2003
www.englishmaster.jpn.com
赤い二階建てバスが目印です。

☎ 043-421-1336   http://www2.tbb.t-com.ne.jp/okka/

英会話教室
ENGLISH MASTER

検索四街道ロンドンバス

はじめての方応援特典実施中！ 申し込み時に「こども記者クラ
ブ通信を見た」で、1,050円の体験レッスンが無料！（一回限り）

テニスは子供からお年寄りまで
幅広く楽しめるスポーツです。
一緒にプレーしませんか？

四街道市鹿渡 1135-2    ☎ 043-421-1000    www.kens-tennis.jp

大野洋子バレエ since 1988

無料体験レッスン受付中です。
☎ 043-422-4650   http://www.ohnoyokoballet.com/ 

生徒募集  歴史あるクラッシクバレエを
幼児から大人まで各クラス基礎から丁寧
に指導致します。

「話しかけないで！」から

「話しかけたい！」へ。

時間が自由！驚きの低価格

まずは 1000 円体験レッスンから

四街道市四街道 1511-11

千葉宅建ビル 2F 大日五差路角

☎ 043-497-4608  www.ggespot.jp

みんなの

ぐんぐん

英会話

スポット

成田市東和田 415-10

0476-24-7161　epp@elite-joho.com
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