“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

ブーメラン飛ばし

ブーメランづくり

ウォークラリー

火起こし体験

第 18 回親子自然体験楽習会 in 青少年自然の森
茅野市リーダースクラブの OB・OG が企画した親子自然体験楽習会に 15 組 43 名の親子が参加しました。遊
びの名人達による趣向を凝らしたプログラムはたいへん人気ですぐに定員に達してしまいました。ウォークラリー、
ブーメランづくり、火起こし体験、豚の塩釜焼き、フォトスタンドづくりなど今回も盛りだくさんの内容でした。
森の中で初対面の親子同士がともに過ごす 2 日間では、普段はなかなか気付けない子どもの意外な一面を発見し
たり、自然の森の中で親子のきずなを確かめ合ったり。集団で過ごすひと味違うキャンプを紹介しました。今年も
小学生以上の親子を対象に秋に開催を予定しますので、ぜひご家族での参加をご検討ください(^^♪

牛乳パックで
ブーメランづくり

火起こし体験

最初はうまくとばなかった
のですが、隣の方が教えてくれ
て、すごくとんで子どもはうれ
しかったようです。
自分で作って遊びをするこ
とがあまりない毎日なので、考
えて遊ぶ楽しさを再発見でき
ました。子どもよりも大人の方
が、ムキになって製作してしま
いました。

塩釜焼きの作業

ちーぼの報告

火がつかなくてとっても残念でしたが、私はけ
むりが出て良かったです。子どもはずーっとくや
しがっていました。

参加者の感想
フォトスタンドづくり
木の実や枝を使っての写真立て作りは子ども
が夢中になって製作していました。秋らしい思い
出のつまった記念品が出来ました。

塩釜をくずして味わう

フォトスタンドづくり

たくさんのお友だちに協力してもらった「ゆ
るキャラグランプリ 2015」では、全 1,727
体のうちで 299 位になれたよ。前回は 423
位だったから、すごく順位が上がったんだ。み
んなの応援のおかげだよ。どうもありがとう。
それから、地域の子どもを守るちーぼの活動
が「ゆるキャラ for チルドレン」のコンテスト
で上位 5 体に選ばれて表彰されたんだ。
みんなの笑顔を守るために、今後ももみんな
のところへたくさん出かけていくよ。これから
もよろしくね♪

豚の塩釜焼きづくり
みんなで作る楽しさがあ
りました。塩釜はなかなか家
庭で作らないものでよかっ
たです。
お家でも塩釜をつくって
オーブンで焼いてみました
が、当日食べた方がだんぜん
美味しかったです。
子どもも私も貴重な親子
のふれあいの思い出が作れ
ました。

完成したフォトスタンド

★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しています。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、地域の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。
たこ

①塩之目子ども会育成会（凧作り会）

事前にスタッフで凧の試作
青空に高くあげられたいくつもの凧

◆育成会長の声◆
「地元の方が講師となり、凧を製作しました。天候が良く風もあり、空高くい
くつもの凧が上がった様子はとても素晴らしかったです。子どもたちの輝く笑
顔から、ものづくりの楽しさと達成感を味わってもらえたと感じました。
準備に当たっては６年生が中心となって４月に事業内容の企画検討をし、凧
の試作、チラシの製作を経て、当日は会場の準備、司会進行を行いました。６
年生たちがよく頑張ってくれたことにより、この事業は成功しました。」

６年生が司会進行

塩之目子ども会育成会長 浦上 潤子

◆主体的に参加した子どもの声◆
「凧の作り方を教えてくださったので、楽しく作れました。そのあと、凧をあ
げられたのでうれしかったです。」
宮本 梓（豊平小学校６年）

凧づくりの様子

②小泉区子ども会育成会（ハロウィンパーティー）
◆育成会長の声◆

カレー作り

「ハロウィンパーティーの準備やカレーのづくりの材料選び、ゲームの企画な
どを子どもたちが担当しました。ゲームも毎年はビンゴだが、今年はゼロから
考えて新しいものを取り入れました。当日は安全パトロールの方々を招待し
て、一緒にミッションゲームを楽しんだり、カレーを食べたりすることができ
ました。いつも子どもたちの下校を見守ってくださる方々に日頃の感謝の気持
ちを伝える良い機会になりました。」
小泉子ども会育成会長 久保 明菜

◆主体的に参加した子どもの声◆
「朝早くから６年生と大人の役員さんとでカ
レーを作り、会場を飾り付けました。いつも
は積極的でない６年生もハロウィンパーティ
ーでは、全員が積極的に取り組んだと思いま
す。」
吉澤あかり・栁澤翔菜（玉川小学校６年）
安全パトロールの方々を招待

感謝の気持ちを込めたパーティー

茅野市リーダースクラブ（CLC）の紹介
「子どもが主役の子ども会」を掲げる茅子連
は、子ども自身の手による集団遊びを目指して
います。そのモデルケースが茅野市リーダース
クラブ（CLC）です。CLC では、必要以上に
大人は介入せずに、子どもの手による子どもの
ためのプログラムを体系的に実践しています。
リーダー役の高校生のお兄さんお姉さんたち
が集団遊びやキャンプ、モノづくりやお菓子作
りなどのプログラムを年間を通して企画しま
す。また、要請に応じて地域の子ども会行事へ
の出前講座にも出かけます。
茅子連では、毎年小学５，６年生を対象にし
た「ジュニアリーダー養成コース」を開講して
います。今年度は 43 名が参加して、５月から
１２月まで CLC が企画した集団遊びの楽しさ
を体験しました。

高校生スタッフがプログラムの進行役

ジュニアリーダー
養成コースに参加して・・

屋外でも屋内でも豊富なレクリエーションゲーム（右は出前講座）

友達をたくさんつくること
もできたし、リーダーシップの
「基礎」を身につけることもで
きた。
中高生のスタッフさんが考
えた遊びなどは、そのたびにア
レンジしてあったり、新しかっ
たりでとても楽しかった。
１年間、本当に楽しかった。
（小６ 女子）

CLC の高校生スタッフ
から感じたこと・・・
CLC はみんなのことすばや
くまとめられて、サッサとゲー
ムを進行してとてもカッコい
いです。いつも楽しく遊んでく
れて、うれしかった。
私もＣＬＣのようにどんな
人とでも仲良くできて物事の
進行のうまい人になりたいで
す。
（小 5 女子）
夏のキャンプでは自然の森でウォークラリーやキャンプファイヤー

出前講座について

ものづくりではかるたを作ったり、ケーキ作りをしてみたり

CLC では地域の子ども会
の行事に出向いてレクリエ
ーションゲームを体験して
もらう出前講座を実施して
います。
「子ども会事業の活性化し
たいけれど、何をしたらよい
のかわからない･･･」
そんな時は出前講座の活
用をご検討いただき、早めに
事務局へご相談ください。

市内には、10 地区 90 の単位子ども会育成会が
あります。茅子連では各育成会長さんに子ども会活
動の情報提供などのサポートをしています。
子どもの数が 4 名の少人数の会から 300 名を超
える会まで規模はさまざまです。それぞれの会が育
成会長さんを中心として、知恵を絞りあって地域の
子どもたちを育成しています。
そんな育成会長さんの声の一部をご紹介します。

行事開催の難しさ・・・
週末は習い事や、スポーツ行
事があり開催日の決定が難しか
ったです。また、最近は家庭の
育成方針の多様化なのか保護者
の足並みのそろいにくさを感じ
ました。

地域の子ども会育成会長さんの声（アンケート結果より）

今後の財産に・・・
何度も顔を合わせることで♪

公民館との合同行事などもあ
り協力しあう中で、地域のいろ
んな方々と交流できたことが今
後の財産になります。自分自身
の視野も広がりました。

初めは受け身だった子どもたちも
準備で何度か集まって作業する間
に、よく動いてくれるようになり楽
しく終えることができました。

ち-ぼがゆく！！

ちーぼの絵日記

秋にはハロウィンで
0123 広場に遊びに行っ
てきたよ。
たくさんの小さなお友
だちやママたちがオバケ
にドッキリ。ちーぼもビ
ックリしたよ！
こどもをまもるとり

く み を し てい る ゆ る キ

ャ ラ の コンテス トで︑

すぐ れ た５たい にちー

ぼがえらばれたよ︒

ゆうめいなふっかち

ゃ ん た ち とお な じ ス テ

ー ジ で こ うり ゅ うで き

てうれしかったな♪
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は
れ

クリスマスには金沢保
育園で妖怪ウォッチを踊
ってきたよ。
元気いっぱいの大きな
声で一緒に踊ってくれた
みんなの笑顔は最高だっ
たなぁ♪

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。

