
一夜限りの雪と灯りの芸術作品！
　2009年に第1回を開催し、今年で12回目となったスノー
キャンドルフェスティバル。毎年、羊ケ丘通町内会とマン
ション自治会、子ども会、女性部、育成委員会が合同で開
催する「まちの灯り」として、札幌市内有数の規模と豪華
さとなっています。今年は、記録的な少雪による雪不足で、
スノーキャンドルの制作個数を半分に減らすなど、規模を
縮小しての開催となりましたが、それでも約2100個のス
ノーキャンドルを「美しが丘ぼうけん公園」とマンション
広場の2カ所を中心に配置。背景のマンションの窓明かりと
マッチしてとても幻想的な風景が現れ、まるでおとぎの国
のような光景に、訪れた約900人の来場者が、一夜限りの
イベントを楽しんでいました。

　とても寒い夜でしたが、会場では、ホット
ココアなど、暖かい飲み物の提供もあり、
体も心もポカポカの夜となりました。
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令和2年3月発行 第32号

日時：令和2年1月25日（土）
場所：清田区美しが丘ぼうけん公園とマンション広場里塚・美しが丘地区青少年育成委員会
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現在の青少年育成委員会の任期は令和2年4月1日から令和5年3月31日までです。

札幌市青少年育成委員会とは
　札幌市青少年育成委員会は、地域において子どもたちの健全な育成に関する実践活動
を推進するため、市内90地区（連合町内会単位）に組織されています。
　現在は、市長から選任を受けた約1,800人の札幌市青少年育成委員会委員が、各地区
でスポーツ・文化事業や環境対策事業などのさまざまな事業を実施しています。

スクー

活動内容や青少年育成委員会委員の選任に係わることについては、各区役所地域振興課までお問い合わせください。
・中央区役所（011）205-3221
・厚別区役所（011）895-2442
・西 区 役 所（011）641-6926

・北 区 役 所（011）757-2407
・豊平区役所（011）822-2427
・手稲区役所（011）681-2445

・東 区 役 所（011）741-2429
・清田区役所（011）889-2024

・白石区役所（011）861-2422
・南 区 役 所（011）582-4723

●子どもたちが安心して暮らせるよう、地域パトロール、
　あいさつや声かけの実施、安全マップの作成、
　「青少年を見守る店」登録の呼びかけ等を実施。

●地域全体で子どもたちを見守るために、地域の関係機関、
　町内会・子ども会・中学校区青少年健全育成推進会・
　主任児童委員・民生児童委員・体育振興会・保護司・PTA・
　少年補導員・各小学校・各中学校・行政機関などと連携し、
　情報交換等の交流会、地域イベント開催時の巡回を実施。

●青少年育成委員会の活動を多くの方に知っていただき、地域全体で
　子どもたちの成長を考えるために、広報紙の作成・回覧、地域懇談会、講演会を実施。

●子どもたちの健やかな成長のために、
　ハイキングや施設見学などの
　レクリエーション等を実施。

青少年育成委員会青少年青少年育成委員会
の活動内容の活動内容の活動内容

　近年、スマートフォン等、インターネット接続機器の急速な普及に伴い、多くの青少年が日常的にSNSを利用するよ
うになっており、利用者の低年齢化も進む中、長時間利用によるネット依存症や、不適切な利用等により犯罪に巻き込
まれる等、深刻な事案も発生しています。また、生活習慣の乱れ、個人情報流出の問題、ネットいじめなど、SNSの利
用によるトラブルも増加しています。
　未来を担う青少年が、スマートフォン等を正しく利用できる知識を身につけ、その環境を整えるためには、保護者が
責任をもって子どもにインターネットに関する知識・技術、情報モラルやコミュニケーション能力を身につけさせると
ともに、保護者をはじめとした周囲の大人による見守りが重要となっています。
　総務省では、実際に起きたトラブル事例をもとに、「インターネットトラブル事例集（2018年度版）」（総務省ホーム
ページ）を作成しています。インターネットトラブル事例集には、インターネットトラブルの
予防法や対策法がまとめられていますので、ぜひ総務省ホームページをご覧ください。

ネットは便利だけど・・・ ～青少年が安心安全にインターネットを利用するために～

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
【総務省ホームページ】



　2月2日（日）10時、粉雪が静かに舞う中、川下公園で冬レク
を開催しました。白石区長はじめ公園管理事務所、近隣の学校
関係者、地域の来賓の方々、北都中生徒ボランティア、協力員
を含め279名が参加しました。
　「かんじき・歩くスキー体験」は、履いて歩くこと自体が貴重
な体験でした。「いろいろ雪山すべり」は、硬雪の上に粉雪が
サラリと積もり、今年は最高の条件でした。「雪上かるたあそび
」は、ラミネートした大型かるたを雪野原で取り合いました。
「雪上ラフ
ティング」
は ス ノ ー
モービルで

ボートを引き、1周350ｍほどを雪煙を上げて走ります。子ども
たちにはダントツの人気です。
本部テントでは甘酒などの飲み物でほっこり、しろっぴーとの
記念撮影もあり、子どもたちは大忙し！
　フェスティバルの締めは雪原での「みかんひろい」でした。
レクが終わった川下公園の静けさは、子どもたちの笑顔と歓声
が雪の大地に吸い込まれたようでした。

夏にはヨーヨー釣り、冬には餅つき
　鉄東地区青少年育成委員会では、毎年7月の海の日に開催
する「瑞玄寺サマーフェスティバル実行委員会」に鉄東8分
区町内会と共催し、お祭り行事ゲームであるヨーヨー釣り、
スーパーボールすくい等のお手伝いを行い、他地区の見物の
方も含め、楽しい一日を過ごしました。次回行事には、「ポッ
プコーンの販売」も行いたいと思っています。

　また、瑞玄寺さんでは毎年12月に恒例の「餅つき交
流会」を開催しており、たくさんの子どもたちが楽しそ
うに参加しているので、育成委員会としても今後協力し
ていきたいと思っています。
　なお、札幌市青少年科学館の協力による、「星空観望
会」を前年に引き続き昨年8月に企画しましたが、悪天
候により残念ながら中止！今年も再挑戦しようかな？と
考えています。

元気に遊んで笑って寒い冬を吹き飛ばそう！
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北東白石地区青少年育成委員会 日時：令和2年2月2日（日）
場所：川下公園

日時：令和元年7月15日（月）・12月8日（日）
場所：瑞玄寺境内鉄東地区青少年育成委員会



子どもも大人も笑顔がいっぱい！
　秋空のもと、簾舞地区最大のイベントである「第30回
簾舞通行屋まつり」が町内会連合会・まちづくり協議会ほ
か関係機関の共催により盛大に開催され、会場は内外から
南区長はじめ多くの来場者で溢れました。
　野外ステージでは園児から大人までの歌・踊り・吹奏
楽・バンド等の熱のこもった発表。仮設テントでは地元特
産の野菜・果物・飲食物の販売。通行屋内では郷土の歴史

練習の成果を発揮！
　毎年秋に開催されている北区少年少女スポーツ大会。鉄西
地区は男子だけの参加となりましたが、北九条小学校の6年
生チームが地区の代表として参加しました。まずは開会式、
ユニフォーム姿もバッチリの子どもたちが元気に手足を振っ
て入場行進。選手宣誓や注意事項説明などに真剣に耳を傾け
ました。

　その後の試合は順当に勝ち上がり、結果的には第3
位と好成績を収めました。携わった委員は、結成から
わずかな時間でチームが熟成してゆく様子を目の当た
りにしました。私たちには練習を見守ることや飲料の
差し入れぐらいしかできませんでしたが、毎回練習の
終わりに集合して真剣に話を聞いてくれました。この
礼儀の良さこそが汗を一段と輝かせ、大会で練習の成
果を発揮できた要因だと思います。子どもたちにはこ
れからも貴重な体験をどんどん積み重ねていってほし
いと切に願います。

紹介コーナーとお茶コーナー。そして最後には大抽選会で
大いに盛り上がりました。
　簾舞地区青少年育成委員会は、今年も子どもたちのため
に綿あめ作りをしました。例年のように景品を付けたので、
作るのが間に合わないほど長い列ができ、中にはお孫さん
同伴のお爺ちゃん・お婆ちゃんもいて、とても好評でした。
事前準備や会場設営などの苦労も、子どもたちの喜ぶ姿で
大いに癒された一日でした。
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簾舞地区青少年育成委員会 日時：令和元年9月22日（日）
場所：簾舞通行屋緑地公園・旧簾舞通行屋

日時：令和元年9月29日（日）
場所：北区体育館鉄西地区青少年育成委員会



少年育成指導員とは…

少年育成指導員コラム
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風に吹かれて風に吹かれて風に吹かれて

　少年育成指導員は、喫煙や怠学など子どもの問題行動に対応するため、札幌市子ども未来局及び各区役所
に配置され、日々、駅・バスターミナル・繁華街・商業施設などを巡回し、子どもたちへ声かけや指導等を
行っています。子どもが抱えている悩みを少しでも解消してあげられるよう積極的な対話に努めるとともに、
子どもの問題行動や友人、親子関係などに関わる各種の相談にも対応しています。また、地域における関係
機関・団体との連携及び協力により、地域の自主的な青少年の健全育成活動の支援・協力をしています。

～子どもたちの明るい未来のために～
　「少年育成指導員」と聞いて、その業務内容をすぐに頭に思い浮かべることができる人はおそらく少ない
のではないでしょうか。最初に「少年育成指導員」について知ってもらうため、日頃の活動等を紹介させ
ていただきます。
　「少年育成指導員」は各区役所に1名ずつ、子ども未来局に4名が配置されており、計14名で活動してお
ります。主な活動としては、青少年の健全育成を図るため、地域の商店街、駅やバスターミナル、公園な
ど児童・生徒が集まりやすいところを巡回し、必要によっては声をかけるなど、児童・生徒の見守り活動
を行っております。また、子どもたちの健全育成に関する相談活動も実施しております。各区役所の地域
振興課におりますので、子どもの問題行動や友人、親子関係に関する悩み事などあればご連絡ください。
　巡回は、土日祝日を除く平日の午前1時間(11:00～12:00頃)、午後2時間(14:00～16:00頃)実施してお
り、学校の長期休業中も行っています。この時間帯は、各学校では授業をはじめ教育活動に取組んでいる
時間帯ですが、何らかの理由で学校に足が向かない子どもが、授業を行っている時間帯に目的もなく街中
をぶらぶらしていたとしたら、授業を行っている先生方に代わり、我々指導員が声をかけ、事情を聴くな
どし、指導にあたります。とは言え、日中一人で街中をぶらつくという行為は、ひと昔に比べてあまり見
られなくなってきています。それは人前や外に出るのをためらうなど対人関係が苦手な子どもが増えてい
ること、また、スマホの普及が原因の一つとも言われています。スマホがあれば、様々な人たちと通信を
行うことができるほか、好みの音楽やゲームに興じるなど、楽しみとしていることを自由に、独り占めに
することが可能となっています。スマホの普及は、子どもたちの生活様式を大きく変えています。では、
巡回中、指導員から声をかける場面はないかと言うとそうではありません。
　声かけが行われる場所や場面としては、公園での危険な遊び、路上での歩きスマホや交通ルール違反、
カラオケ店の利用に関することもありますが、圧倒的に多いのはゲームセンターを利用している小・中学
生に対する声かけです。ゲームセンターについては、未成年は法令等により利用時間帯の制限があるほか、
小・中学校それぞれの校則や生活のきまりなどで出入りが禁止されていたり、保護者同伴が原則となって
いる学校もあったりしますので、それに基づき声をかけています。特に声かけが多いのは、夏休み・冬休
みなどの長期の休業日、運動会などの振替休業日、先生方の会議等でいつもより早く下校した日などで、
友達同士で誘い合って遊びに来る子どもが増えます。
　子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しています。少年に関する問題では、例えば非行の内容も暴力
行為や喫煙が大幅に減少していますが、ここ数年ではSNSに関するトラブルや虐待、引きこもりなどの問
題が増加しています。問題行動が表面に現れず、内にこもり、子どもが被害者となり、孤立してしまう傾
向も強まっています。巡回中の何気ない会話からその子の抱えている悩みなどに気付くことができたらと
願いながら、同時に、地域における子どもたちの見守り役を自覚し、指導員として今後も日々の巡回に取
組みたいと考えています。
　引き続き、学校をはじめ関係機関、地域の皆様のご支援、ご協力をお願いします。



ひと足早いお正月気分で大盛り上がり！
　12月8日（日）発寒北地区青少年育成委員会主催のこどもふれあい餅つき
大会をはっさむ地区センターで行いました。
青少年育成委員が中心となり、地域の方々のお手をお借りして、地域の子ど
もたちとの交流が行われました。当日は天候にも恵まれ、300人以上の家族
連れで賑わいました。
　50㎏のもち米が蒸し上げられ、大きな臼でつきあげられると、つきたての
お餅であんこを包ん
で食べたり、一口サ
イズに丸められたご
ま餅やきなこ餅、み
たらし餅が配られ、
あっという間に参加

者のおなかに収まり、次のお餅を待つ長蛇の列ができていま
した。
　子どもたちも大人に負けじと小さな杵や大きな杵を振り上
げ、めったにできない体験ができ、親子で楽しい時間を過ご
せたようでした。ちょっと食べ足りない顔の子どもたちもい
ましたが、たっぷり2時間、ひと足早いお正月気分を味わっ
ていただけたようです。

アさて アさて アさて さて さて さて さては…
　1月7日（火）、西地区青少年育成委員会恒例の「新春子ど
もお楽しみ大会」が大通・西会館（南2条西15丁目）で開催
され、地域の子どもたちなど150人余りが参加しました。
　まずは、子どもにとって普段はなかなか見る機会が少ない
大道芸「南京玉すだれ」を鑑賞。「アさて　アさて　アさて
　さて　さて　さて　さては南京玉すだれ」の掛け声ととも
に、すだれの変化を楽しみました。
　その後、ピエロのスイッチさんによるミニサーカスを鑑賞。

子どもたちも傘回しや皿回しに挑戦しました。「やっ
てみたい人？」と声をかけると、みんな元気よく「はー
い！はーい！」と手をあげて大いに盛り上がりました。
　最後はピエロのスイッチさんとみんなでバルーン
アートに挑戦しました。最初はドキドキしながら風船
を触っていましたが、みんなかわいいうさぎちゃんを
作ることができました。
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発寒北地区青少年育成委員会 日時：令和元年12月8日（日）
場所：はっさむ地区センター

日時：令和2年1月7日（火）
場所：大通・西会館西地区青少年育成委員会



福住の子の未来のために
　3年任期の最終年に講演会を行いました。これまでの
内容は、少年非行について（講師：札幌少年鑑別所所
長）や男女共同参画について（札幌市出前講座）などで
した。
　今回の講師は、18歳未満の子どもに関する様々な問
題（教育・非行・発達・家族関係など）の相談を受けて
いる豊平区家庭児童相談員の佐々木晃一郎先生です。近
隣の保育園、小中学校の先生や保護者の方々にもご出席

いただき、10月9日（水）に羊丘中学校の教室をお借り
しての開催となりました。
　親や子どもの抱えている問題にどのような形で解決の
糸口を見出していくのか、また、親の抱える悩み、子ど
もたちの状況など、事例を通してお話ししていただきま
した。
　これからも、地域の各団体と連携し、あいさつ運動や
パトロール、各行事などの事業を展開しながら、「地域
の見守り役」として活動していきます。

目にもとまらぬ早わざで！
　1月18日（土）、厚別中央地区青少年育成委員会は、厚別中央
町内連合会・厚別中央地区子ども会との共催で「厚別中央地区カ
ルタの集い」を開催しました。
　このカルタ大会は、子どもからご高齢者まで参加できる世代間
交流事業として実施されました。
　いろはカルタの部と百人一首の部に分かれます。いろはカルタ

は幼児や小学生が中心です。一生懸命にカルタを探し、
相手の目の前のカルタに体を伸ばす姿は大変ほほえま
しいものでした。
　一方、百人一首では、腕に覚えのある猛者が年齢に
関係なく集まります。子どもたちは日ごろの練習の成
果を発揮し、大人たちも手加減なしの応酬。札が読み
上げられたとたん、目にもとまらぬ早わざで取られて
いきました。
　楽しく遊び、その中で日本の文化も大切にしてほし
い、そんな願いを込めて開催したカルタの集いは、大
成功に終わりました。

厚別中央地区青少年育成委員会
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日時：令和2年1月18日（土）
場所：しなの児童会館

日時：令和元年10月9日（水）
場所：羊丘中学校福住地区青少年育成委員会



「とみおか雪中あそび」で冬を満喫！
　富丘・西宮の沢地区青少年育成委員会では、地域や学校
などの関係機関と協力しながら、子どもたちの健やかな成
長を見守るための多様な活動に取り組んでいます。まちづ
くり協議会との連携事業もその一つで、1月25日（土）に
は『冬のふれあいまつり2020』の一環として『とみおか
雪中あそび』を富丘つくし幼稚園のグラウンドで催行し、
地域に住む幼児から大人まで 400名以上が集いました。
　子どもたちは、異学年混成チームによる「避難訓練～み
んなで助け合おう」や「雪積み～天まで届け」など趣向を
凝らした競技に歓声を上げ、たくさんのおみやげを抱えて
満面の笑み！
　個人種目の「パン食い競争」と「宝さがし」には大人も参加し、童心に帰って張り切る姿が印象的でした。
温かい飲料や手稲区のマスコット「ていぬ」とのふれあいコーナーも好評で、冬を満喫した楽しい一日とな
りました。
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富丘・西宮の沢地区青少年育成委員会 日時：令和2年1月25日（土）
場所：富丘つくし幼稚園 グラウンド


