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。
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山鼻地区青少年育成委員会

遊んで食べて寒さを吹き飛ばせ！
山鼻地区青少年育成委員会では、毎年「山鼻地区親子雪遊び大
会」を行っており、今年で第 39 回目の開催となります。
「玉運び競争」では、雪の上に置かれたミカンやテニスボー
ルをお玉ですくってゴールまで運ぶのですが、雪の中子どもた
ちは皆一生懸命ゴールに向かって走り、１位になった子どもは
ガッツポーズをして喜んでいました。その他にも、ガラスのビ
ンをストローで引っ掛けてゴールまで運ぶ「ビンつり競争」
、
ソリを手でこいで進む「ソリ競争」など、様々な競技が行われ
ました。
また、会場では餅つき体験も行われました。つきたてのお餅
と熱々の豚汁が来場者に振る舞われると、子どもたちは大喜び。

日時：平成30年2月4日
（日）
場所：柏中学校三角グラウンド

おかわりを求めて子どもたちの行列ができました。
その後のビンゴ大会も盛り上がり、会場は終始子
どもたちの笑顔と歓声に包まれていました。

❷ 第28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。

青少年育成委員会
の活動内容

どもたち
もたち
たち
かな
ために
め
●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。

スクー

●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。

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

あなたのスマホ、大丈夫？ 〜安心安全にインターネットを利用するために〜
平成 29 年に神奈川県座間市において、インターネット上で知り合った自殺願望を有する若者が殺人・死体遺棄事件
に巻き込まれるという事件を踏まえ、国では総務省をはじめ関係府省庁・関係事業者が協力し、青少年がインターネッ
ト上の有害情報によって犯罪被害やトラブルに巻き込まれることを防ぐために、集中的な取組を展開しています。
また、平成 30 年２月に「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が一部
改正され、青少年へのフィルタリング普及についてより一層の強化が図られる等の措置が講じられているところです。
未来を担う青少年が、スマートフォン等を正しく利活用できる環境を整えるためには、保護者が責任を持って子ど
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。
実際に起きたトラブル事例をもとに、予防法と対策法をまとめた
「インターネットトラブル事例集
（平成29年度版）
（
」総務省ホームページ）もご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main̲sosiki/joho̲tsusin/kyouiku̲joho-ka/jireishu.html
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日時：平成30年2月25日
（日）
場所：ひばりが丘小学校前ふれあい広場

厚別中央地区青少年育成委員会 他

オリンピックに負けないぞ！
2 月 2５日、厚別中央地区青少年育成委員会
と厚別中央町内会連合会と厚別中央地区の子
ども会連絡会との共催で「厚別中央地区スノー
フェスティバル」が開催されました。
今年で第 45 回目を迎えた冬の恒例行事です。
今年の 2 月の天候は例年より寒い日が続き、
当日もマイナス５℃の寒いなか、多くの元気
な子どもたちが集まりました。
厚別中央地区を９つのチームに分け対抗戦
方式を取り、リレーやスノーフラッグ
など全部で 4 つの競技で得点を競い
合いました。
そりリレー「スベッテＧＯＧＯ！」
では、雪山から勢いをつけて滑り降り
る様はまるでオリンピックのリュー
ジュ競技のような迫力があり、
「スノー
フラッグ」では雪に足を取られながら
も目の前にあるフラッグに向かって一
目散、なかには豪快にダイブする子も

ࢇХّ

いて、会場は大いに盛り上がりました。
競技に夢中になる子どもたちの姿を見て、周りの大人も手を叩
いて応援します。
優勝したチームには山積みのお菓子の詰め合わせが賞品として
渡され、子どもたちからは満面の笑みがこぼれていました。
ゲーム終了後にはお待ちかねの昼食、おかあさんたちがつくっ
た温かい豚汁をみんなで食べました。体を動かした後に食べる豚
汁のあまりの美味しさにおかわりする子どもが沢山いました。
前日から準備に携わった大人も、子どもたちの笑顔と無事に終
えられた達成感で疲れが一気に吹き飛んだ一日となりました。

હӤ८Օ૾ّݎЯƣસӢ
日時：平成29年11月26日
（日）
場所：新陵小学校体育館

新発寒地区青少年育成委員会

地域の絆と子どもの成長が深まった行事
新発寒地区綱引き大会が 11 月 26 日（日）、新陵小学校体育館
で開催されました。新発寒地区の 11 町内会から 202 名の子ども
が参加し、低学年男女混成８チームと、高学年男女混成 12 チーム
が対戦しました。当日は、多くの来賓の方が来られ、励ましの言葉
や応援をいただきました。
高学年はチーム差が見られたものの、どのチームも保護者や地域

の方の声援を背に受け、声をあわせて綱を引くなど団
結力が見られました。
低学年も、全勝するチームや力及ばず敗退するチー
ムなど様々でしたが、子どもたちは、応援にこたえて
汗を流しながら一生懸命に綱を引いていました。
小雪が舞い散る寒い日でしたが、体育館は熱気にあ
ふれていました。無事終了できたのは、町内会の皆様
や保護者の皆様のご協力のお陰と感謝申し上げます。
地域の絆がさらに深まり、子どもたちの成長を目のあ
たりにする一日でした。
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日時：平成30年1月20日
（土）
場所：元町会館前広場

元町地区青少年育成委員会

冬・雪とあそぼう！
１月２０日（土）、元町まちづくり連合会、元町二区町内会、青少年
育成委員会主催で第７回の冬まつりを元町会館前広場で開催しました。
幼児、児童、保護者、大勢のボランティアスタッフ約３００人が参加し
ました。
スタッフは何日もかけて大きな坂を造り、温かいココアや豚汁を用意

し、ソリやチューブ滑り、雪中ドッジボール等いろいろな
冬の遊びを考えました。タッピーも応援に駆けつけてくれ
ました。どこへ行っても人気者です。
「スノーフラッグ」は、幼児、小学校低学年・高学年、保護者、
ボランティアに分かれ、全員参加で盛り上がりました。雪
にうつぶせになり、スタートの声に立ち上がり走ります。
目指すゴールにはお菓子が並んでいます。手にした子ども
たちは大喜び！保護者、ボランティアが走る時は、子ども
たちの「ガンバレー」の声が響きました。
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藻岩地区青少年育成委員会

日時：平成29年11月10日
（金）
場所：もいわ地区センター

ワークの田中敦理事長をお招きし、「不登校、ひきこ
もりなどの悩みについて」をテーマに講演をしていた
だきました。漠然とした不安から不登校やひきこもり
になった時、不適切な対応をすると病気になるし、適
藻岩地区青少年育成関係者交流会を、もいわ地区センター 切な対応をして「根拠なき自信」をつけ「根拠なき自
で 11 月 10 日（金）に開催しました。
信」を「自信」に変えていくことで、ひきこもりを解
藻岩地区青少年育成委員のほか、地域の小・中学校関係者、 消していくことができるということをお聞きしました。
中学校区青少年健全育成推進会や諸団体の関係者約 50 名が
藻岩地区における不登校の子どもがいない学校は、
参加し活発な意見交換を繰り広げました。
２校とのことでしたが、今後も地域全体で見守ってい
特定非営利活動法人レター・ポスト・フレンド相談ネット
くことが大切だと思いました。

不登校やひきこもりの地域事情

第28号
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風に吹かれて
〜子どもたちの明るい未来のために〜
私たち少年育成指導員は、札幌市内を巡回し、気になる子や心配な子を見かけた時に声をかけ、必要に応じて
指導や助言をしています。学校に行っているはずの時間に街中にいる子、子どもたちだけでゲーム場やカラオケ
店で遊んでいる子、夕方の帰宅時間を過ぎても外で遊んでいる子や危険な行為をしている子等々、声をかける子
どもたちは様々です。
私たちが子どもたちに声をかける時は、最初に少年育成指導員の身分証を見せて、名前を名乗ることから始ま
ります。というのも、今まで指導員から声をかけられた事のない子は、その存在を知らないからです。その後、
「何
故声をかけられたのか」「何が問題なのか」を、子どもたちが納得できるように話を進めていきます。最初は怪訝
そうな顔をしていた子も、話していくうちに表情が和らぎ、少しずつ話をしてくれるようになります。このよう
に身近に自分たちの事を気にかけてくれる大人がいることは、少しの煩わしさを感じると同時に安心感もあると
思うのです。いつも街中を巡回しているので、私たちの顔を覚えている子どもたちもいるようです。何か困った
事が起きた時に、助けを求めてもらえればと思います。
携帯電話の普及により子どもたちの生活や行動の範囲は、大人の想像をはるかに超えた広がりを見せています。
それに伴い、親の心配は増えていくばかりです。子どもの周りにいる大人の果たす役割が、ますます大きくなっ
ていくのも当然のことと言えるでしょう。地域では、皆で子どもたちを見守り、時に面と向かって声をかけ関わっ
ていく。そして家庭では、今どんな友達とどんな遊びをしているのか、どんな事に興味を持っているのか等、子
どもの話に耳を傾ける。日々の忙しさについ後回しになってしまいがちなことですが、その大切さを忘れないで
ほしいのです。
巡回中、保護者が買い物等をしている間に一人でゲームをしている小中学生をよく見かけます。日中でも、子
どもだけではトラブルに巻き込まれる危険性があります。実際、年上の子にお金やゲームで使うコインを「貸し
て欲しい」と頼まれ、言われるままに渡してしまった、といった事例もあり、問題が無いわけではありません。
やはり大人が、傍にいてあげて欲しいのです。
ある日の巡回中、こんなことがありました。小学校低学年と思われる女の子が２人だけで遊んでいるのを見か
けて声をかけていると、両替に行っていたお母さんが戻ってきました。そこで身分証を見せ、事情を説明すると「子
どもたちだけでいたから、声をかけてくれたんですか？」
「見守ってくれているんですね。ありがとうございます。
」とおっしゃってくれたのです。ほんの些細な言葉のやり取りですが、そんなふうに理解してもらったのが嬉しくて、
その後の足取りが軽くなったのを覚えています。
「子どもたちが皆、明るく健やかに、未来に希望を持って育っていけますように」そんな願いを胸に日々励んで
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。
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日時：平成30年2月18日
（日）
場所：吉田川公園

北野地区青少年育成委員会

チューブ滑りは楽しいね♪
２月１８日（日）に、吉田川公園で「雪と遊ぼう 218」
が開催されました。
この行事は、子どもたちに冬と雪に親しんでもらうため、
町内会連合会と、青少年育成委員会が中心となり、毎年こ
の時期に実施しています。
当日は北野地区の子どもたち約 50 人が集まり、雪中宝
探しや、チューブ滑り競争を楽しみました。チューブ滑りは、
50 メートルほどの公園の斜面を利用し、未就学の部、低学

年の部、高学年の部の３つの部門に分かれ、誰が早く
滑り下りることができるかを競走しました。勢いをつ
けてチューブに飛び乗ったり、バランスを崩して転倒
したり、子どもたちは必死になってチューブを操って
いました。
雪遊びを楽しんだあとは、お待ちかねの昼食タイム。
朝日ヶ丘町内会館であたたかいうどんを食べ、身体を
温めました。
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西野地区青少年育成委員会

日時：平成29年12月9日
（土）
場所：西野第二小学校体育館

体育館に響く熱い応援！
「へ・い・わ！」、「に・し・の！」、前日の荒天から一転、青空に
恵まれた 12 月 9 日、西野地区ドッジボール大会が行われ、熱い声
援が会場を盛り上げました。
毎年恒例のこの大会は、地域の小学 3〜6 年生を対象としたチー
ム戦で、今年は 17 チーム、総勢 350 人の参加により行われました。
どのチームもこの日の試合を目指して練習に励み、練習の成果を出
し切って、各試合とも接戦となりました。
地 区 の 伝 統 と な り つ つ あ る こ の 大 会 は、
西野地区青少年育成委員会が主体となって
審判・副審、選手の誘導など当日の運営に
あたり、地元町内会等の後援、そして地元
小学校の先生方の会場提供、連絡調整等の
協力による、まさに西野地区が一体となっ
た事業です。
白熱した試合にもかかわらずケガ等もな
く無事大会を終えることができ、地域の絆
がさらに深まった充実した 1 日となりました。
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日時：平成30年1月21日
（日）
場所：東白石会館

東白石地区青少年育成委員会

満足した笑顔に会える日
東白石地区青少年育成委員会では、今年で 23 回目となる「昔遊
び & 餅つきにチャレンジ」を開催しました。子ども・親・祖父母の
三世代交流を目的として、幼児からお年寄りまでの 143 名、来賓や
育成委員などを含めると 193 名が参加しました。
子どもたちは、正月の伝統行事である餅つき、百人一首、こま、

竹割り、お手玉、折り紙などを存分に楽しみました。
餅つきでは、大人たちの「ヨイショ！ヨイショ！」と
いう掛け声に合わせ、子どもたちが重い杵を振り上げ、
元気いっぱいの餅つきを披露しました。そして、つい
た餅に、きなこ、あんこなどをつけておいしく食べま
した。
近年、正月に餅を食べる家庭は少なくなっていますが、
つきたての餅のおいしさは格別で、子どもたちは、笑
顔で口いっぱいにほおばり、何度もおかわりをしてい
ました。子どもたちの「おいしい！」と喜ぶ笑顔を励
みにして、今後も続けていきたいと思います。

෫
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日時：平成30年2月4日
（日）
場所：札幌市立北陽小学校

北地区青少年育成委員会

体を動かして寒さをふきとばそう！
２月４日（日）、札幌市立北陽小学校グラウンドにて、第
44 回「冬を楽しむ集い」を開催しました。この時期インフ
ルエンザが流行っており心配しましたが、138 名の参加者
があり、４チームに分かれて、風船割り、ママちゃんで GO ！、
障害物競走、ライフセーバー、綱引き、的当て、ゼリー拾い
など７つのゲームを行いました。

今年は、ライフセーバーのボールを増やし、必ず一
人が１個のボールを取れるように趣向を変えたので、
子どもも大人も大変盛り上がりました。
閉会式の結果発表の後、ご褒美に用意したお菓子の
メダルを首に下げて、ゲームの合間に子どもたちが
作ったアイスクリームや、お待ちかねの温かい豚汁を
みんな笑顔で食べていました。
天候にも恵まれ、ケガ人もなく、無事に楽しく終了
しました。
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日時：平成30年1月19日
（金）
場所：西岡南小学校

西岡地区青少年育成委員会

優勝を目指して、いざファイト！
西岡地区青少年育成委員会と町内会連合会青少年部
の共催による第 12 回目の小学校対抗インドア雪合戦。
まずは、1 月 11 日（木）に、地区内 4 つの小学校におい
て予選が行われました。予選には、約 360 名の子どもた
ちが参加して、各小学校の代表の座をかけた熱い戦いが
繰り広げられました。
1 月 19 日（金）に、西岡南小学校で行われた決勝
戦には、約 110 名の子どもたちが参加して優勝杯を目
指した戦いを繰り広げました。会場は選手、保護者、

学校関係者等の熱い声援で大変な盛り上がりを見せ、
無事終了する事が出来ました。
今年も開催出来たのは、西岡地区の皆さまのご支援
の賜物です。子どもたちの冬場の運動不足解消を目的
に開催する「インドア雪合戦」を継続できるよう、こ
れからも町内会と青少年育成委員会が一丸となって取
り組んでいきます。
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札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課
札幌市中央区南１条東１丁目 大通バスセンタービル１号館３階
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