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第６号
手づくり学区報

クリーンキャンペーン

集

見付学区には現在４つの子ども会があり、満3才から中学生までの異年齢の子どもたち約150人が
会員として所属し、遊び・スポーツ大会・地域活動などに 活発に取り組んでいます。

●特集 今どきの子ども会

●活動レポート
クリーンキャンペーン
水防訓練
千種区対抗ソフトボール大会
避難所見学会（名大附属学校）

●見付学区連協決算報告
●みつけ掲示板

「子どものための、子どもたちによる、
子どもが楽しむ会」

［特集］今どきの子ども会

本来は遊ぶことが大好きな子どもたち。

昔は近所の広場で夕方遅くまで遊んでいて、

通りかかった大人によく注意されたもので

した。でも今ではもう、そんな光景を見る

ことがなくなりました。学校から帰ると、

お稽古ごとや塾通いに追われたり、室内でゲーム漬けに

なったりして、仲間と群れて遊ぶ経験が減っています。

そんな中で、年齢の違う子どもたちが一緒になって遊び、

活動する子ども会は、年上の子にとってはリーダーシップ

を発揮する場として、年下の子にとっては自分がめざすモ

デルとなる年長者を知る機会として、地域の子どもたちが

兄弟のように仲良く成長していくことを目指す組織です。

子ども会は現代にこそ必要

平成23年3月～5月
活動レポート

見付学区の４つの子ども会はいずれも自由参加で、古い

しきたりに縛られない手づくりの自発的な運営が行われて

おり、決して会員数が多いとはいえないものの、子ども会

本来の良さが感じられる会に育ってきました。

学区全体では「見付学区子ども会育成連絡協議会」が４

つの子ども会を連携し、ドッヂボールや綱引きなど千種区

学区対抗の大会に学区チームとして出場。大会には親たち

も応援に駆けつけます。夏まつりでは４子ども会が力を合

わせてゲームコーナーや飲食コーナーを運営しています。

そんな中で、親同士が協力しあう機会を通じて地域の中

に知り合いが増え、コミュニティの絆が育まれていきます。

手づくりの自主的な運営をめざして

Ｈ24年6月2日 10:00～11:00

学区の大人約135名、子ども約60名が集まり、四谷通３丁
目交差点から東西に分かれて草取り・清掃しました。

納涼みつけ夏まつり
●８月４日(土)  16:30～
見付小学校

就園前の親子が気軽に集まり、
子育てについて自由に語れる場

ふれあいサロンみつけ
●９月３日(月) 10:00 ～ 11:30
● 10月29日(月) 10:00 ～ 11:30
いずれも見付コミュニティセンター

子ども会では、家庭や学校ではなかなかできない遊びやス

ポーツ、子どもの発達に欠かせない人間関係や社会的な体験

を重視しており、家庭・学校はもとより、地域のコミュニ

ティ組織や団体とも連携しながら、活動が進められています。

家庭ではできない遊びや活動が体験できる

見付学区連絡協議会Ｈ23年度決算報告

水防訓練

もともと子ども会は、保護者が子

どもに何かをしてあげる会ではあり

ません。あくまでも主役は子どもた

ち。役員や親は指導者・育成者とし

て子どもを見守り、子どもだけでは

できない会の運営や活動を手助けし

ています。

千種区対抗ソフトボール大会
Ｈ24年5月13日 見附ＯＢソフトボールクラブは、惜しく
も優勝を逃しましたが、昨年に続き見事準優勝しました。

Ｈ24年6月30日
14:00～15:00
みつけ防災会・見付消防団

集中豪雨のシーズンに備え、

道路冠水や河川氾濫による
浸水被害の可能性がある地
域の住民を対象に水防訓練
を実施。田代本通にある

「とんぼ第２学童保育所」
の子どもたちを含む約60名
が参加し、段ボールと水袋

などの身近なもので戸口へ
の浸水を防ぐ簡易防水工法
を熱心に学びました。

指定避難所の名大附属学校見学会

Ｈ24年4月4日10:00～ 名大附属中学校・高等学校

みつけ防災会は、学区の指定避難所になっているのにこれ
まで一度も入ったことがなかった同校に呼びかけ、初めて
の顔合わせ会・見学会を行いました。また、同校の学園祭
(9/15)において、生徒と地域住民が連携する何らかの取り
組みを行うことになりました。

避難所となる体育館（裏口側）
敬老会
●９月９日(日) 午前10時～
本山生活文化会館４階

お知らせしたい事がどんどん増えてきて紙面が足りなくなってきました。ページ増を考えていますが、編集室の能力で

やりきれるかが心配で、まだ踏み切れません。【編集室】tel: 782-6863 (黒岩)  e-mail：Hourensou@lincom.co.jp

楯が逆立
ち!?

賞品のボー
ル

エンゼル訪問に伺ったご家庭の
満２才までの親子の方が集まります

エンゼル同窓会
● 10月22日(月) 10:00 ～ 11:30
千種区在宅サービスセンター

地域の高齢者の方々をお招きし
手づくり料理と催し物を楽しみます

見付ふれあい食事会
●11月26日(月) 10:50 ～
見付コミュニティセンター

調理ボランティアさん募集中！
お問い合わせは金谷まで 782-5087

【収入の部】 【支出の部】 (単位：千円）

前年度繰越金 613 事務費

学区費 1,276 会議費・学区負担金・印刷・通信費等 406

町づくり助成金 600 　防犯灯電気代・施設光熱水費等 76

集団回収協力金 671 事業費

その他補助金・助成金 126 　社会教育活動費（敬老会・成人式等） 78

寄付・協賛金 210 　市民運動費（夏祭り等） 1,288

会費 30   広報・広聴費（学区報等） 52

夏まつり模擬店売上 612 各種団体助成金 797

その他収入 230 その他支出（修繕費・備品費ほか） 946

次年度繰越金 721

総収入 4,369 総支出 4,369

(注）千円未満の数字を省略して表記したため合計は誤差が出ます。
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［特集］今どきの子ども会

保護者からの声

スポーツ大会では、一所懸命プレイする子どもたちに、親も一喜一憂。
ぜひたくさんの方々に親子のふれあいを体感していただきたいです。

学校以外で地域活動や異年齢同士の交流の場
として、子どもたちにいろいろな経験を与え
てくれるのでありがたいです。

最近では会員数も増え、保護者の役割も分担
しあうなど、みんなで創り上げていく全員が
参加できる会です。

これからは、もっと活動内容を知ってい
ただき、学区全体の子どもたちも参加で
きる行事があったらと思います。

クリーンキャンペーンや募金活動、防災訓練
などに参加し、自分の住んでいる地域のこと
を子どもたちが考える機会になったことは大
きな意義があると思います。

まずは子どものために楽しめる内容を考え
るのですが、最終的には親子で一緒に楽し
んでいることが多いですね。

とにかく楽しい子ども会活動！
これからもますます発展していってほしいです。

震災後あらためて地域の絆が見直されてい
る中、子ども会を通じて、子どもたちは異
年齢の交流を、保護者同士も多くの方々と
知り合うことができました。

学区にある４つの子ども会は会員数に大きな差があり、少人数の

会は存在さえ知られていないという事実があります。このため、小

さな子ども会の告知・周知の仕方や対策を役員で考えています。

これからの子ども会は、４つの子ども会がそれぞれ絆を深めて発

展していくとともに、地域と密着して、学区全体としての活動もた

くさんしていけたらと思っています。

東山子ども会

みつけ子ども会

なかよし子ども会

わんぱく子ども会

会員：96人 役員：3人 地区：末盛通、松竹町、稲舟通、見附町、
池園町、四谷通、鏡池通、幸川町

活動内容： 新入生歓迎会、お楽しみ会（夏・秋・冬）、
夏休みの宿題会、ふれあい交流会

会員：18人 役員：5人 地区：園山町１丁目、朝岡町（唐山南）
活動内容： 新入生歓迎ボウリング、ラジオ体操、陶芸教室、

クリスマス会、６年生を送るバスツアー、廃品回収

会員：4人 役員：1人 地区：園山町１丁目、２丁目（唐山東南）
活動内容： 新入生歓迎ボウリング、プラネタリウム見学、ラジオ体操、

陶芸教室、お別れバス旅行

会員：37人 役員：3人 地区：東山元町、萩岡町
活動内容： バス遠足、坐禅、ラジオ体操、クリスマス会、

卒業生を送る会（ボウリング）

見付学区子ども会育成連絡協議会

設立：昭和58年4月 活動年数：29年 (平成24年現在)

活動内容：思春期セミナー、納涼みつけ夏まつり、安全研修会、

東日本大震災募金活動、綱引き大会、ドッヂボール大会

子ども会 Ｑ＆Ａ

地域の取り組みにも積極的に参加しています｡

千種区学区対抗ドッヂボール
大会開会式に並んだ
見付学区の子ども会チーム 綱引き大会には毎年参加し実力を発揮。

3月11日の
東日本大震災募金活動
では、146,181円もの
義援金が集まりました。

子ども会主催のゲームコーナーは
「納涼みつけ夏まつり」でいつも大人気です。

クリーンキャンペーンでは
街路掃除をお手伝い。

スポーツにも強い見付の子ども会！

【綱引き大会】
平成21年度 ３・４年女子 優勝

平成23年度 ５・６年男子 優勝

他の年も２位～３位と大健闘

【ドッヂボール大会】
平成20年度 総合準優勝

平成22年度 総合優勝

※ジュニアリーダーは子ども会のお兄さん、
お姉さん役となる中高生。一定の研修を受
けて地域の児童活動をサポートしています。

Ｑ１ 誰が入会できますか？
Ａ１ 見付学区にお住まいの３才から中学３年生まで。

ジュニアリーダー※として参加の中学生もいます。

Ｑ２ 募集や広報はしていますか？
Ａ２ 毎年４月に見付小学校から募集チラシを配布して

いただいています。

Ｑ３ 会費はいくらですか？
Ａ３ 単位子ども会によって異なりますが、年800円～

1500円です。ここから損害賠償保険料などが支払
われます。

Ｑ４ 入会の方法は？
Ａ４ 途中転入者を除き、毎年４月に受けつけます。

千種区学区対抗大会の実績

ただいま特別入会を受付中！ 連絡先：飯野朱根 783-1470
岡本佳子 781-5816


