HOPPINʼ GARAGE
HOPPINʼ GARAGE は、参加プ
レイヤー全員でビールを完成さ
せる協力型のゲームです。各プ
レイヤーはそれぞれのビール製
造所で異なるビールを製造する
職人となります。製造に必要な
原料を製造工程通りに集められ
る か が カ ギ と な り ま す。他 の
ビール製造所の原料と混ざらな
いように協力しながら、是非目
標のビールを造ってみてくださ
い。【3 人～ 5 人】
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タイムボム
タイムボムは、人狼ゲームのような正体を隠して行うカー
ドゲームです。プレイヤーは爆弾の解除を目指す時空警察
と爆弾を爆発させるボマー団のどちらかに所属します。導
線カードがあり、順番にニッパーカードを置いて切ってい
きます。自由に会話をすることができ、もちろんウソをつ
くことも可能なので心理戦も楽しめます。ルールは簡単で、
一度に 8 人までプレイすることができるため、大人数で遊
べるのもこのゲームの特徴です。【2 人～ 8 人】

3・4 月の主な募集案内
第 1 部 パフォーマンス

3/21

アップスフェス

3/21

日 10:00-13:30

幅広いジャンルのパフォーマンスをお
楽しみください。
【出演者】
ダブルダッチサークル 乱縄（ダブルダッチ）
KAZUKUN（歌とパフォーマンス）
krump（ダンス）
タツキネマ（ショートフィルム上映）
BRAVE GENERATIONS（ダンス）
皮墓村（コント・一人芝居）
moe-K（フリースタイルフットボール）
La Gadoue Badaboum（ダンス）

リラックス・ヨガ
4/17

日 16:00-18:30

弾き語り、楽器演奏、バンド演奏など
をお楽しみください。
【出演者】
Fifteen（バンド）
紅芽（弾き語り）
bloodless the war（楽器演奏）
Ortensia（バンド）
HOKORI（バンド）

いいえ
3人

はい
47 人

クリエーターワーク

第 2 部 ミュージック

アップスフェス

50 人 に
聞きま
した

Q1 コロナ禍で、ご自身の生活は変化しましたか？

土 16:30-17:30

Q2 コロナ禍で、しんどいと
思ったことはありますか？

地域スタッフの橋本理恵さんを講師に
迎え、みんなでヨガを楽しみませんか。
心も体もリラックスできます。
【対象】中学生以上の若者
【定員】10 人
【場所】多目的ホール
【要申込み】受付またはメールでお申し
込みください。info@ups-s.com

いいえ
15 人
はい
29 人

アンケートはアッ
プスに遊びにきた
小学生以上の利用
者 50 人に実施しま
し た。質 問 に は、
シールや回答を記
入した付箋を貼っ
て答えてもらいま
した。
第 1 問の生活の変
化については、小学生 3 人を除いて全員が生活が変化し
たと回答。今回のコロナ禍の影響が大きいことが分かり
ます。

「しんどいと思ったことはありますか」との質問
には、約 65% の利用者が「Yes」と回答しました。
それぞれの理由は異なるようですが、多くの若
者がしんどい体験をしているようです。
世代別に見てみると、小学生は 40% と半数以下
であるのに対して、中学生は 100%、高校生以
上は約 70% と多い傾向にありました。

自由記述で付箋に書いてもらった理由には、「オ
ンライン授業で、人とのつながりが少なくなっ
た」「部活ができない」など学校生活に起因する
ものが多くありました。また、「ずっと家にいて
ストレスがたまる」
「行きたいところに行けない」
など外出がしづらいことも大きな要因になって
いるようです。

※ 3 月 21 日はアップス全館で、午前の部 9:00-14:30 ／午後の部 15:00-21:30（予定）と入れ替え制になりますのでご了承ください。
表紙の Q3 の答え：2 位「ディズニーランド」・4 位「祖父母の家」・7 位「カラオケ」

Q3 コロナが終息したら
行きたいところは？
インターン紹介
ニックネーム

Koo ちゃん

ニックネーム

火曜日にインターンしています！バスケやダンス、
楽しいことが好きです！みなさんと沢山コミュニ
ケーションを取れたら嬉しいです！みなさんのこ
とをもっと知りたいので、お話しましょう！
ニックネーム

あおみ

こんにちは！音楽を聞いたり、ゲームをすること
が大好きです。最近はすっかりあつ森にハマって
しまってます ( 笑 ) 皆さんの好きなこと & 推しを
ぜひ会ったら教えてほしいです♪

とも

日曜日にいます！好きなものは音楽とバスケと食べ
ること！大学ではゴスペルサークルに所属していて、
外国の音楽（洋楽、K-POP）もよく聴きます！少し
人見知りですが、色んな人と関わっていきたいです。
※アップスでは大学生世代のインターンが学びながら、活動しています。
スタッフよりも年代が近く、共通の話題も多いと思いますので、ぜひ話しかけてみてください。

1位

旅行

2位

？？？

3位

友だちと遊びに行く

4位

お祭り

4位

ライブ

4位

？？？

7位

友だちと食事

7位

韓国

「コロナが終息したら何がしたいかという
質問は、いろいろなところでされる」と若
者から聞いたこともあり、「どこか行きた
いところはありますか」と質問しました。
栄えある第 1 位は 12 票で「旅行」でした。
続いて「？？？」が 9 票で 2 位を獲得。3
位以降は大混戦となり同率 4 位は、
「お祭り」
「ライブ」というイベント的な回答のほか、
年末年始やお盆などに遊びに行くことが多
い「？？？」が入りました。7 位の一角には、
1 人で行くこともある「？？？」が入りま
した。

7位

オールスター

「？？？」には何が入るか予想してください。答えは

7位

？？？

P4 にあります。

クリエーターワーク

ミキシング

母方の
祖母がこの髪なんです

鼻が
スイカの種

トイストーリーから
卒業 ショック …

※この記事はフェスの実行委員が執筆しています。

美容師
﹁私は止めたんですが …
﹂

アップスフェスの今年度のテーマは、 どフェスの運営に関わることを和気
あいあいと話しています。桜と菜の
［Springtime of アップス ～取り戻そ
花をイメージした 2 種類のウェルカ
う！青春！～］。昨年と同じタイトル
ムドリンクを試行錯誤しながら考え
を掲げ、リベンジを果たそうと活動
たり、フェスの感想を書いてもらう
を始めました。テーマの元となった
メッセージカードを作ったりしてい
言葉は Springtime of life。「青春」を
ます。
意味する英語です。Life をアップス
昨年開催できなかった悔しさもあり、
に変え、「アップスで青春を謳歌しよ
う！」という意味を込めました。また、 今年はとても良いフェスにしようと
奮闘中です。イベントの運営に携わっ
サブタイトルとしてコロナウイルス
てみたい方、裏方の仕事をやってみ
に奪われた青春をアップスで取り戻
た い 方、面 白 い ア イ デ ア が あ る 方、
そう！という思いも表しています。
一緒にアップスフェスを盛り上げま
テーマの青春に合わせて装飾のモ
せんか？興味があれば、ぜひ参加し
チーフも桜を使用。当日は華やかな
てみてください！
桜の木が登場するかも !? 他にも、普
段のアップスとは少し違うライブハ
ウスのようなダークなイメージに変 【写真・上】今年のロゴをみんなで決定し
ました。
身 !? ぜひ本番当日を楽しみにしてい
【写真・中】会場の装飾のため、照明用の
てください！
現在、アップスフェス実行委員会は、 フィルムをテスト中。
月 2 回程度活動をしています。テー 【写真・上】桜の花びらのメッセージカー
ドを製作中。
マや装飾についてはもちろん、当日
の仕事や、出演者との打ち合わせな

明日︑
アップスを辞める

アップスフェス実行委員会

13

ピエロ１級
オンラインで受けてみた

インターン研修

３Ｄプリンターで
小物を作ってみました。

20

フランスのユースセンターとオンライン
交 流 を し て い た 中 で︑﹁３Ｄプ リ ン タ ー
が置かれていると知り︑びっくり！アッ
プスでも使ってみたい﹂という若者の声
に応えて︑設置しました︒アップスのプ
リンターは光造形方式でレジン液に光を
当てて成形していく方式です︒初めは完
成した作品を台から外せないなど失敗続
きで一苦労︒若者と試行錯誤し︑使用方
法や掃除の仕方など考えて２月 日に講
習会を開きました︒若者からは﹁自作の
パソコンを作る際のパーツを作ってみた
い﹂などの声がありました︒
今後も３Ｄプリンターを使って制作した
ものをＳＮＳなどで紹介したいと思って
い ま す！ぜ ひ 皆 さ ん も を お 試 し く だ さ
い！

※クリエーターワーク：広い意味で創造的な活動をしている方をゲストに迎え、ワークショップ形式
でさまざまな体験ができるプログラムです。

12 月 26 日に一日遅れのクリスマス企
画として実施した IPPAI グランプリ。某
TV 番組を参考に「写真を見て一言」を実
施しました。若者の作品をいくつかご紹
介します。

今後３Ｄプリンターを使用する場合は講習
※
を受ける必要があります︒
制作をする場合︑制作物の大きさに応じて
※
材料費がかかります︒体積が ミリリット
ルごとに１００円かかります︒

イクでギターの音を拾って録音し、
今回のクリエーターワークでは、島
違いを聞き比べたりしました。
村楽器・二子玉川店の店長、軽部友
※今回の講習では感染症対策のため青少
之さんを講師にお迎えし、音楽スタ
年専用会議室も併用し実施。
ジオにあるミキシング機材の使い方
※ミキシングルームを使用を希望する場
を教わりました。アップスでは、ス
合は、講習を受けることが必要です。
タジオ（大）を予約するとミキシン
グルームも使えます。実際には、な
かなか使いこなせていない現状があ 【参加者の声】
り、若者から「使い方を教えてほし
基本的な部分は理解しているつもりでし
い！」という要望が多くありました。
たが、基礎の基礎を仕組みから説明して
そこで、貸し出し用の楽器や音楽ス
いただけて知らなかったこともあり大変
タジオのメンテナンスでお世話に
勉強になりました。（大 2）
なっている軽部さんにお願いするこ
とに。
興味があったので、なんとなく参加して
まずは、音源からミキサーや録音機
みましたが奥が深くておもしろいと思い
材までの接続がどうなっているのか
ました。実際に録音してみたいと思いま
など基本的な仕組みを教えていただ
した。（高１）
きました。次に 2 種類の音源のミッ
元々機材についてはまったくわからな
クス、ハウリングを押さえる方法な
かったですが、今回の講習で少しでも分
ど、ちょっとしたテクニックも聞く
かるようになりました。実際に使用して
ことができました。実際に若者自作
覚えたいと思います。（高２）
の音源に音声を被せてみたり、ダイ
ナミックとコンデンサの 2 種類のマ

居場所のチカラ

アップス、野毛青少年交流センター、 ました。より若者に年の近いインター
ンだからこそ感じられる “若者の想
大学生が運営する身近な居場所「あ
い” を大切にしながら、日々活動し
いりす」と「たからばこ」のインター
ていきたいと思います。
ン・学生スタッフが集い、研修を行
いました。川崎市子ども夢パーク所
長西野博之さんをお招きして「居場 【参加者の声】
所のチカラ」をテーマにお話しいた
私自身どのように彼らと関わりたいか考
だきました。「あるべき姿」が強調さ
えた時に「寄り添いたい」と思いました。
れる社会において、今の子どもや若
今後のインターン活動ではまず、「話を聴
者には大きなプレッシャーがかかっ
く」ことを意識していきます。
ている。その中で誰もが安心してい
子どもたちの話をしっかりと聴き、寄り
られる居場所であるためには、一人
添い、やりたいことや SOS をキャッチし
ひとりの抱える背景にまで想いをめ
ていきたいと思いました。
ぐらせ、言動をしっかりと受けとめ
ることが重要だ、ということを学び

次回のお題
このほかにもアップスに写真が貼ってあります。

