子どもの権利PRロゴマークができました。
四つ葉のクローバーは、子どもにとって大切な権利「安心して生きる権利」、
「自分らしく生きる権利」、
「豊かに育つ権利」、
「参加する権利」
を表現して
います。

平成30年11月発行

地 区 の活 動 紹
西

区

第29号

介

第5回 もちつき大会

西町地区青少年育成委員会

日時：平成30年9月22日
（土）
場所：西野中央会館

もちつきだけに、子どもたちもの〜びのび
西区西町地区青少年育成委員会が主催となって、9月22日に「第
5回もちつき大会」が開催されました。当日は、西園小学校の児童
や家族の方など約200人が集まり、40kgのもち米が用意され、16
臼のもちつきが行われました。
当日はあいにくの天気でしたが、会場はもち米を蒸した良い香り
が部屋いっぱいに広がり、今か今かと待つ子どもたちのなか、開会
式が行われました。青少年育成委員と西園小学校の先生方が中心
となり参加した子どもたちに、もちのつき方などを手ほどきし、子ど
もたちも重いきねを持ってもちをついて大活躍。
お待ちかねの試食会では、つきたてのもちで、あんこ、みたらし、
磯辺巻きなどが用意され、
「つきたてのおもちはおいしいね」という

声が響き渡り大喜び。おかわりする子ども
もたくさんいました。

❷ 第29号

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。

年
会
少
員
容
青
委
内
育成 の活動
●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。

●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・
スクー

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。

現在の青少年育成委員会の任期は平成29年4月1日から平成32年3月31日までです。
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 ・北 区 役 所（011）757-2407 ・東 区 役 所（011）741-2429 ・白石区役所（011）861-2422
・厚別区役所（011）895-2442 ・豊平区役所（011）822-2427 ・清田区役所（011）889-2024 ・南 区 役 所（011）582-4723
・西 区 役 所（011）641-6926 ・手稲区役所（011）681-2445

第29号

豊平区

❸

第44回 美園地区町内会対抗大運動会
日時：平成30年9月2日
（日）
場所：みどり小学校グラウンド

美園地区青少年育成委員会

笑顔満開、三世代交流
9月2日美園地区青少年育成委員会行事として町内会連合
会、スポーツ推進委員、美園地区の二つの体育振興会の
協力のもと第44回美園地区大運動会が、みどり小学校グ
ラウンドにて開催されました。
当日は晴天、無風と絶好のスポーツ日和、早朝よりグラ
ウンド内には選手、応援団用のテントが町内会ごとに張
られ、9時の開会式の後、午前9種目、昼食をはさみ午後
7種目、幼児から年配者まで楽しめる競技を行いました。
各競技の着順等で町内会ごとにポイントが入り合計ポイ
ントで総合順位が決まります。

中でも最終種目は町内会の小学生から50歳代までの世
代別代表7人が1チームとして走る町内会対抗リレー、
これで最終順位が決まるので選手も応援団もヒート
アップ。
当日参加者は約700人、各世代が競技に力を合わせ、
また一生懸命応援する姿を通し、地域の交流が深まっ
たと思いました。

中央区

ハイジ牧場といも掘り体験

円山地区青少年育成委員会

日時：平成30年９月１日
（土）
場所：ハイジ牧場

自然あふれる イモもあふれる
円山地区青少年育成委員会では、毎年、子どもたちの収穫の喜び
や身近な動物との触れ合い、また、交流を深めることを目的として
「ハイジ牧場といも掘り体験」を行っており、今年は、円山小、日
新小に通う3年生から6年生までの児童45名が参加しました。
当日の朝はやや雨模様でしたが、雨雲も時間と共に過ぎ去り、天
候は次第に回復しました。現地到着後は晴れ間が広がり、子どもた

ちは子ヤギへの哺乳体験や、広々とした野原を駆
け回ったりバドミントンをしたりして自然を満喫
しました。
お昼ご飯の後は、いも掘り体験です。子どもた
ちは熊手を片手に夢中になって土を掘り、歓声を
あげながら出てきたジャガイモをビニール袋いっ
ぱいに詰めていました。
子どもたちは作物を収穫する喜びを実感し、晩
ご飯に想像や期待を膨らませて、満足そうに笑顔
で帰路につきました。

❹ 第29号

南

区

児童による「花いっぱいの健康な町づくり」

藤野地区青少年育成委員会

日時：平成30年9月4日
（火）
・19日
（水）
場所：
（４日）
藤の沢小学校、特別養護老人ホーム らいらっく・
（19日）
藤野小学校、グループホーム 藤野の杜

お花に触れると笑顔が広がる！
昨年度から、高齢者とのふれ合いを通して、児童に他者を思いやる気持
ちや豊かな感性を育んでもらう事を目的とし、藤野地区の小学校に通う児
童が一輪挿しを二つ作成し、自分で選んだ季節の花を活け、老人ホームに
住むお年寄りにプレゼントする活動を始めました。今年は総合的学習カリ
キュラムとして実施致しました。一緒に歌をうたいゲームで楽しんだ後、

児童たちはお年寄り一人ひとりにメッセージを添え
て一輪挿しを手渡しました。
参加した児童からは「自分が作成した一輪挿しに
涙を流して喜んでくれて、とても幸せな気持ちにな
りました」と言った感想が挙がり貴重な体験となり
ました。もう一つ作成した一輪挿しは家に持ち帰り、
家族に今回の体験を伝えながら一輪のお花を楽しま
れた事と思います。校長先生、教頭先生、担任の先
生は児童たちの活気溢れる姿をみて思わぬ発見をさ
れ、大変満足しておられました。

清田区

第3回 清田区子ども百人一首大会

清田区各地区青少年育成委員会

日時：平成30年3月4日
（日）
場所：清田区民センター

伝統文化で白熱バトル
清田区青少年育成委員会では、北海道独特の百人一首「下
の句かるた」を通して、子どもたち同士のふれあいや地域住
民との交流の場となるよう、清田ブロック児童会館と子ども
会育成連合会清田区支部の協力のもと、
「清田区子ども百人
一首大会」を開催しています。
第3回となる今回は、3月4日（日）に清田区民センターで

開催し、区内の小・中学生40チーム、134人が参加
しました。
大会は初級、上級に分かれてトーナメント制で実施。
日頃の練習の成果を発揮し、チーム一丸となって勝利
を目指す子どもたちの白熱した戦いが続き、負けて涙
を流す子どもの姿も見られました。競技の合間には交
流戦も開催し、子どもと大人が対戦する一幕もありま
した。大会での真剣勝負あり、交流戦での和やかな交
流ありと、伝統文化にふれながら、地域の絆が深まる
イベントになりました。

第29号

❺

少年育成指導員コラム

風に吹かれて

〜子どもたちの明るい未来のために〜
日本人は、数字の3にまつわる言葉が好きなようです。
「3」にまつわる言葉がたくさんあります。例えば『三つ子の
魂百までも』、
『石の上にも三年』、
『仏の顔も三度まで』などがあり、その他にもたくさんあります。
「3」は、
「みっつ」
「満る」
「充る」と読み替えられ、縁起がいい数字と考えられているからかもしれません。
これからの子どもたちは、人生百歳時代を生き抜いていかなければなりません。どのような力を身につけさせるべ
きかといろいろ考えられております。学校教育でも【学力の3要素】として、①「知識・技能」②「思考力・判断力・表
現力」③「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の3つが定義されています。世界の社会構造が、人工知能
（ＡＩ）やＩｏＴ（モノのインターネット）の進展により大きな転換期を迎えることに伴い、20年先、30年先の社会を生き
ていく子どもたちに、
「3要素」をバランスよく育むことが教育現場にも求められてきているようです。3にまつわり日本
の教育制度を表す「6・3・3制」もありましたね。こんな難しくなっていく社会で、子どもたちが、小学校、中学校とそれ
ぞれの階段を一歩一歩着実に踏み超えて成長して行って欲しいと思うのは、誰しもの願いです。
こうした子どもたちに対して、私たち、少年育成指導員は、日々様々な場所で声掛けや指導などを行っています。
子どもたちとの出会いは、そのほとんどがゲーム場です。ゲームは、多くの子どもたちが熱中する人気の遊びです。
保護者の方もゲーム世代と言っても過言ではないでしょう。ですが、ゲームに熱中するあまり過剰に没頭してしまう
危険性をはらんでいます。ゲーム場でゲームをしている子どもたちの目は輝き、ゲームに集中して真剣で楽しそうな
表情、高揚感がひしひしと伝わってきます。このような子たちが、学校に行ったら気持ちを切り替えて、同じように
一生懸命に勉強をしていればいいのですが、少し懐疑的な気持ちを持ってしまいます。
子どもに声を掛けると「おじさんに声掛けられてから、メダル出なくなっちゃった」と悪びれることなく言う子、指
導員と分かるとそそくさと立ち去って行く子、学校をサボって遊んでいる子（もちろんすぐに先生に来てもらいました）
など様々ですが、昔と違って目に見えて悪さをする子どもは少なくなってきています。
私が、子どもたちに声を掛けるときのポイントも3つあります。それは、子どもの①「目」②「声」③「態度・しぐさ」
を観察するということです。
『目は口ほどにものを言う』、
『目は心の窓』などと表現されるように、
「目」は心の中を映
し出します。
「声」は、話す言葉の抑揚がしっかりしているかという部分に、
「態度」は、子どもが一生懸命になって考
え話そうとしているときに、手をしきりに動かすなどの様子として表れることがあります。ゲーム場での喧噪の中で瞬
時にその子の特性を観察して、ゲームに依存していないかどうかなどを見て、時には学校に連絡をして指導をお願いす
る場合もあります。子どもたちの中には、家庭的な事情から「ゲーム場」を「自分の居場所」として入り浸っている子も
いるかもしれません。そのような子どもに、
「大人の考え」を一方的に押し付けることなく、その子の背景をよく理解し
てあげて、寄り添ってあげることが大切と考えています。
人生百歳時代を生きていく今の子どもたちが「ホップ・ステップ・ジャンプ」と、一歩でも二歩でも三歩でも成長
するために、私たち指導員は、ちょっとでも後押しができたらいいなと日々街頭を歩き、子どもたちに声を掛けてい
ます。

少年育成指導員とは…
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。

❻ 第29号

厚別区

厚別区民まつり「輪投げコーナー」
日時：平成30年7月27日
（金）
・28日
（土）
場所：ふれあい広場あつべつ、科学館公園

厚別区青少年育成委員会

「輪」
っと盛り上がりました！
29回目を迎えた「厚別区民まつり」において、厚別区青少
年育成委員会では恒例の「輪投げコーナー」を出店しまし
た。
普段は地区毎に活動をしている委員ですが、輪投げコー
ナーは合同で実施するイベントで、委員同士の交流を深め
る場でもあります。
今年は２日間とも晴天に恵まれ、会場には延べ2,700人を
超えるご家族やお友だちが来てくれました。

並べられた多くの景品からお目当てを探し、真剣な表情
で狙う子どもたち。輪が入ると大きな歓声があがりまし
た。小さなこどもたちも果敢に挑戦します。そのほほえ
ましい姿に、みんなの笑顔があふれていました。
また、顔なじみの子が委員に挨拶をします。育成活動の
喜びを実感する瞬間でした。
とても暑い日でしたが多くのこどもたちが来てくれたお
かげで、用意されていた景品は予定時刻前にすべてなく
なり、大盛況のうちに終わりました。

北

区

平成３０年度 バスツアー
日時：平成30年7月22日
（日）
場所：いしかり砂丘の風資料館

新琴似西地区青少年育成委員会

石狩市の歴史について学ぶ
7月22日（日）
、小学生・幼児25名、保護者・役員7名が参加し
バスツアーを実施しました。
当日は、
「石狩浜の地引き網体験と海水浴」を予定していましたが、
高波で中止となり、いしかり砂丘の風資料館で「石狩市の歴史」に
ついて学びました。
資料館では、担当者から海・川・河口の自然と歴史
についての説明や、
「海はつながっているので、他国に
も迷惑をかけないため、ゴミを海に捨てないこと。」
等の注意がありました。
その後、各自が缶詰マシーンを使って缶詰づくりの
体験もしました。
次に、明治初期に創業した石狩を代表する商家であ
り、石狩市指定文化財にも指定されている旧長野商店
を見学し見聞を広めました。
昼食には、海の家でジンギスカン料理を美味しくい
ただき、砂遊びやスイカ割りをして有意義な一日を終
えました。

第29号

東

区

❼

第46回 丘珠連合町内会大運動会
日時：平成30年6月17日(日)
場所：札幌市立丘珠小学校グラウンド

丘珠地区青少年育成委員会

笑顔いっぱい！大運動会
丘珠地区青少年育成委員会では、毎年「丘珠連合町内会大運動会
」
に企画・運営協力を行っており、今年で第46回目となります。
競技内容は、地域の小さな子どもからご高齢の方まで気楽に参加
できるようにと丘珠地区スポーツ推進委員会との協議を重ね、丘珠
地区子連の皆さまの協力も頂き、地域の多くの方々が参加され、世

代間・地域間の交流・親睦を深めあっていただける運
動会を目指しています。
当日は好天に恵まれ、また、丘珠中学校の生徒が、
中体連の大会・練習等で忙しい中、ボランティアとし
て10名、競技に校長先生を始めとして4名の先生と男
子・女子バスケット部36名、総勢50名が参加してく
ださり、開会式には450名、競技の延べ参加人数は
2,000人を超える等、年々参加する単位町内会が減少
しながらも、参加された皆さんは大変盛り上がって12
種の競技を楽しく終了しました。

手稲区

稲穂金山地区110番の家スタンプラリー
日時：平成30年6月23日
（土）
場所：稲穂児童会館・金山児童会館

稲穂金山地区青少年育成委員会

元気なあいさつにより、笑顔の交流が実現
晴天に恵まれた6月23日（土）、稲穂児童会館と金山
児童会館を会場にして、
「『 子ども110番の家』スタンプ
ラリー」を実施しました。この活動は、稲穂金山地区青
少年育成委員や稲穂金山活性化委員が稲穂地区と金山地
区に分かれて、子どもたちと一緒に110番の家をまわっ
て、5軒のスタンプを集める活動です。どの家庭でも笑
顔で挨拶を交わし、嬉しそうにスタンプを押してもらっ
ていました。

スタンプ帳を持った121名の子どもたちが会場に集い、手稲警察
署のお巡りさんから、
「いかない、のらない、おおごえでさけぶ、
すぐにげる、しらせる」の「いかのおすし」の話を聞いたり、犯
罪に巻き込まれない知識を学びました。また、地域を見守ってく
れている人たちの紹介や地域の人たちが安全なまちづくりのため
に様々な活動をして関わってくれていることも教えました。

❽ 第29号

白石区

PTA東札幌小フェスティバル

東札幌地区青少年育成委員会

日時：平成30年9月1日(土)
場所：東札幌小学校

子どもの笑顔は魔法の薬
9月1日（土）、東札幌小学校体育館で「東札幌小
フェスティバル」が行われました。東札幌小学校PTA
が主催し、東札幌地区青少年育成委員会も毎年参加し
ています。
会場では、お父さん・お母さんが工夫満載、愛情一
杯の手作りゲームを準備して子どもたちを迎えます。
当委員会では、箱の中に両手を入れ、何が入っている
かを当てる「これなぁーんだ！
？」のゲームを準備して
待ち構えます。体育館のドアを開くと子どもたちの歓
声が響き渡り、ゲームの始まりです。
たわし、スリッパ、おたま、長靴、松ぼっくり等を
箱の中に入れ当ててもらいます。手を入れて中の品物
の感触をイメージしている時の真剣な眼差し、分かっ
た時のパッと輝く笑顔。今年もたくさんの笑顔に出会
い、たくさんの元気をもらい、大満足の1日でした。
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