“茅子連（ちこれん）
”は茅野市子ども会育成連絡協議会の略称です

中高生がリーダーとして活躍

ダンス

地域への出前レク

ウォークラリー

中高生が集団遊びで子ども会をリードしています！
茅野市リーダースクラブ（CLC）は、茅子連が目指す「子どもが主役の子ども会」を実現するモデルケースです。
中高生がリーダーとなり、異年齢の子どもたちが集団で楽しく遊べるようにプログラムを考えて活動しています。
CLC は地域の子ども会行事に出向いてレクの出前講座を行ったり、小学 5，6 年生を対象にしたジュニアリーダ
ー養成コースなどの日帰り行事や宿泊キャンプを開催して、楽しい子ども会の活動を実践しています。
集団遊びを体験してオモシロイ！と感じると、自分もリーダーをやってみたいな！！と夢が広がります。茅子連
はそんな夢を叶えようとする子どもを心から応援しています♪興味のある方は事務局へお問い合わせください。

違う学校のメンバーと
みんなと一緒に遊んだり、
いろいろな物を作ったりした
ことが楽しかったです。男女
関係なく仲良くしたり、協力
したりしたことを学校などで
活かしていきたいと思いま
す。
キャンプを経験して私も養
成コースに入って、ゲームや
遊びを楽しみたいと思いまし
た。（小６ 女子）

スーパーボールキャッチ

キャンプに参加して
ひとり遊びばかりだったけど・・・
夜、部屋の仲間と怖い話をしたのが楽しかった
です。ふだん大勢の中でも一人で遊んでいたけれ
ど、たくさんの人と何かをやるのも楽しいなと感
じました。（小５ 男子）

中学生スタッフとして参加して・・・
参加者側から運営側に立場が変わって、自分の
意識が成長しました。視野が広くなり全体を見て
動けるようになりました。（中３ 男子）

火起こし

ちーぼの作品展
小さなお友だちから大人まで絵や工作、ぬいぐるみなど 45
点もの力作が応募されて、ちーぼの作品展が開催されたよ。

キャンプファイヤー

年上や年下と行けて
今までのキャンプは、同学
年としか行ったことがなかっ
たので、年上や年下と行けて
接し方を学べたし、協力もで
きたので良かったです。
スタッフとしてＣＬＣがも
のすごく活躍していて、カッ
コよかった。自分もあんな風
に動きたいと思いました。
（中 1 男子）

ロープを乗りこえろ！

★子ども会育成会の活動レポートその１～北大塩区子ども会育成会★
北大塩区子ども会育成会は、約 140 名の子どもたちに対し、役員は 5
名。役員だけでは人手が足りないため、実際の活動は、区や公民館、財産
区、老人クラブなど地域の様々な団体に協力していただきながら進めてい
ます。
育成会長になった当初は不安もありましたが、各団体の皆さまから想像
以上のご支援をいただき、活動することができています。
北大塩でもやはり子どもの数は減少傾向です。高齢化が進むなか、育成
会の活動が、次のような点で、地域のお役に立っていればうれしいな、と
考えています。

車山親子遠足(公民館共催、財産区協力)

地域の異年齢・異世代の方々との交流や体験が、
①子どもの社会性とコミュニケーション力を育む。
②子どもの故郷を愛する気持ちが生まれていく。

映画鑑賞会（公民館共催）

③地元を好きになれば、やがて子どもは地元に帰ってきて、地域を
発展させる力になる。
これからも、様々な団体と連携しながら、
「地域全体で子どもを見守り」
、
「地域全体で育てていく」視点で活動していくことが、何よりも大切だと
考えています。
北大塩区子ども会育成会 会長 菅原 隆史（広報部）

座禅会（公民館共催、宝勝寺協力）

地域の各種団体と連携
異世代間交流の創出

子ども会
育成会

天神講（子ども会と協力）

連携

区

公民館

クリスマス会（公民館共催・ＣＬＣ協力）

注連縄づくり(老人クラブ・公民館共催)

財産区

老人
クラブ

★子ども会育成会の活動レポートその２～北山地区子ども会育成会★
８月８日（月）、北山地区コミュニティセンターで、北山地区子ども会育成会主催「夏休み工作教室」が開催
されました。元 北山小学校用務員の篠原秀保さんを講師にお招きし、保育園児から保護者まで、約１０人が竹
とんぼづくりを行いました。
篠原先生指導のもと、子どもたちは竹に錐で穴をあけたり、鉈で薄く割ったり、小刀で薄く削ったりと、慣れ
ない作業に苦心しながらも根気強く、熱心に取り組みました。出来上がった竹とんぼは、北山小学校の校庭で青
空の下を高く飛んでいきました！
「頭だけでなく、実際に手や体を動かして自分で体験すること」の大切さを感じた工作教室でした。
北山地区子ども会育成会事務局 五味 義人（広報部）

竹とんぼづくり

つくった竹とんぼを飛ばしました

★子ども会育成モデル事業の事例★～補助金を活用して子ども会行事を盛り上げよう～
市は子どもの主体性を発揮できる事業を行う子ども会育成会に補助金を交付（補助金の上限額：地区
育成会 15 万円、単位育成会 5 万円）しています。平成 27 年度は 16 団体がこの補助金を活用して
それぞれの事業を実施しました。
今年度の交付事例をご紹介しますので参考にしていただき、それぞれの地域で子ども会行事を活性化
するため、来年度に向けてこの制度の利用をぜひご検討ください。詳しくはこども課こども係までお問
い合わせください。

①大沢子ども会育成会（親子レクリエーション）
◆育成会長の声◆
「今回初めてモデル事業補助金を活用しました。午前中は体育館で親子でスポーツをし、その後は公民館で災害
時を想定して薪を使ってカレーの炊き出し訓練を子どもが主体となって実施しました。6 年生が進行役となって、
1 日スムーズに行事を進めることができました。」
大沢子ども会育成会 会長 篠田 裕昭

◆主体的に参加した子どもの声◆
「親子レクと昼食のカレー作りを 1 年生でも楽しめるようにと考えました。縄跳びはみんなで楽しめたし、カレ
ー作りは低学年が玉ねぎと人参の皮むき、高学年は野菜を切ってお米を土鍋で炊きました。土鍋は初めてで炊き
上がりが不安だったけど、とってもおいしくごはんが炊けてすごく感動しました。全員で作って食べる行事は他
にないので、夏のよい思い出になりました。来年僕はいないけど、今年みたいな行事をすればみんなが楽しめる
と思います。
」
篠田 響（金沢小学校６年）

縄跳びで親子レク

薪と土鍋で炊き出し

全員で昼食作り

手づくりカレーで昼食

②菊沢子ども会育成会（親子川魚調理体験～火起こしから川魚などの調理体験～）
◆育成会長の声◆
「小学 5，6 年生を中心に、公民館と協力
しながら計画・準備・安全確認等を行いま
した。当日は区内の指導者や保護者の協力
により、ロープの使い方や火起こし、川魚
の調理などを子どもたちが主体となって
体験しました。」
菊沢子ども会育成会

会長

ロープの使い方体験

マスつかみ

横内 秀光

◆主体的に参加した子どもの声◆
「小さい子のお世話をしながら楽しめた。
火起こし体験はなかなか火がつきません
でした。でも、ひとり火をおこせた子がい
てすごいなぁと思いました。」
宮澤 生吹（玉川小学校６年）
火起こし体験

火がついた！

マスの炭火焼き

こどもまつりが盛大に開催されたよ♪

★ゆるキャラグランプリ 2016★

ゆるキャラグランプリが 10 月 24 日（月）まで

こどもまつりが 6 月 5 日（日）に永明小学校近
隣で開催されました。約 2,000 名が 30 を超える

開催されています。1,418 体のゆるキャラが投票数

遊びのブースを楽しみました。

を競いあっています。パソコンやケータイ・スマホ
から 1 日 1 回投票できるので、ぜひ毎日ちーぼに投

こども実行委員会が行事を進行し、諏訪東京理科
大学の科学体験ブースや地域の大人たちが汗を流

票してくださいね。右のＱＲ

していろいろな遊びを準備しました。大人気のかえ

コードから投票ページにアク

っこバザール（おもちゃの交換市）など、子どもも

セスできます。みんなでちー

大人も笑顔いっぱいの 1 日でした。

ぼを応援しよう！

表彰受賞報告

ちーぼの絵日記

ちーぼがすむやつが

たけのふもとのまちで

も 、 こ み やさ い が おこ

な われ たよ 。 おともだ

ち とい っし ょ にこ ども

き やり を し た り 、 め ど

にのったりしたよ。ち

ー ぼ も おんば し ら はだ

いすきだな。よいさ！

８

長年にわたり茅子連を支援していただいている渡辺
2８

修さん（両久保）と芹澤和泉さん（中大塩）が長野県子
ども会育成連絡協議会から育成者表彰を受賞しました。

は

ともに地域の子ども会育成会活動への熱心な取り組

れ

みを通じて、「子どもが主役の子ども会」を実現してき

れ

ました。今後のさらなるご活躍を期待しています。

お知らせ：「茅子連だより」の内容、または「子ども会育成会」について皆さんの意見をお寄せください。また、各地区・
単位育成会での活動等で茅子連だよりに掲載・取材を希望する題材がありましたら、ご連絡をお願いします。

連 絡 先：茅野市役所 こども部こども課こども係 茅子連広報部事務局
〒３９１－８５０１ 茅野市塚原二丁目６番 1 号
ＴＥＬ:０２６６－７２－２１０１ 内線３１２
ＦＡＸ:０２６６－７３－９８４３
E-mail: kodomoka@city.chino.lg.jp
市ホームページ:http://www.city.chino.lg.jp
ちーぼ Facebook: https://www.facebook.com/chihbo.chino8

ちーぼの Facebook ページは、
①「ちーぼ Facebook」と検索
②左記のＵＲＬへアクセス
③右のＱＲコードを読み取る
でご覧いただけます。

