
CLC
Chinoshi Leaders Club
茅野市リーダースクラブ

結成から内閣府表彰
～12年の軌跡～

結成から内閣府表彰
～12年の軌跡～

Chinoshi 
Leaders 
Club

発　行　日　平成２２年３月２２日　　　
発行・編集　茅野市子ども会育成連絡協議会　 記念誌

平成２２年３月２２日

ゲームにも遊びにも、まずはルール
がある。
その中で、どれだけ楽しいことがで
きるか。
自分自身が楽しめなきゃ、みんなを
楽しませることはできない。
楽しむときは、トコトン楽しむ。
やるべき時は、しっかりやる。
それが私たちＣＬＣ。



茅野市リーダースクラブ (CＬC) は、茅野市子ども会育成連絡協議会の理念である｢子ど

もが主役の子ども会｣の実践集団として､市内の子ども達のリーダーとして､また地域の子

ども会の指導者となるべく、主催事業の企画･運営･野外体験･レクリエーション･単位子

ども会行事への出前講座、そして各種イベントヘの参加･協力などを主体的に行ってきました｡

その活動を長年継続してきたことが評価され､平成 21 年に全国子ども会連合会と内閣府

特命担当大臣からそれぞれ表彰されました｡それを記念して、CLC の 12 年の活動の軌

跡を、この冊子に残したいと思います｡

内閣府表彰

　このたび茅野市リーダースクラ
ブ（ＣＬＣ）の１２年の活動が評
価され、全国子ども会連合会と内
閣府特命担当大臣から表彰を受け
ることができました。私が茅野市
子ども会育成連絡協議会（茅子連）
の役員としてＣＬＣ活動に関わっ
たのは後半の６年間になります
が、何もない状態からＣＬＣを立
ち上げここまで育ててこられた役
員の先輩方、行政の方そしてＣＬ
Ｃで育ち後輩を育てた卒業生及び
現在ＣＬＣ活動をしている皆さん
に感謝をしたいと思っています。
私の感謝の気持ちとは、まず私が
茅子連の会長として活動基盤であ
る単位の会長さんを前に「子ども
が主役の子ども会」を目指しま
しょうと自信を持って言えること
にあります。それはこの理念を実
践しているＣＬＣがあるからで
す。またこのＣＬＣの卒業生が現
在茅子連の常任理事として活動に
参加してくれています。この状態
を実現できたのも１２年の活動
と、そこで得たものが大きかった
ことの表れであると思っておりま
す。

　今回茅野市リーダースクラブ
（ＣＬＣ）が栄えある表彰をうけ
たことを誇りに思っています。こ
の表彰は今の社会人や大学生のシ
ニアリーダースの皆さんが、ＣＬ
Ｃの礎を築いてくださったからです。
僕が先輩から教わったことは、「個
人の長所をうまくのばして、短所
をカバーしていけ。」ということ
です。僕はこの言葉と共に次の世
代のＣＬＣに次のことを伝えたい
です。「今の現状で満足したらそ
こで成長は終わる。満足せずに更
なる高みを目指せ。そして今の環
境、活動を続けられていることに
感謝の気持ちをわすれるな。」
　僕たちはたくさんの方のサポー
トのおかげで今まで活動を続けて
来れました。その方がたに感謝の
気持ちを忘れずにこれからも活動
を続けていきたいです。
　ＣＬＣの代表としてこの場をお
借りし、今まで協力してくださっ
た皆様に感謝を申し上げるととも
に、これからもよろしくお願いし
ます。　

　今回、今まで活動してきた事が、
高く評価され、内閣府より、社会
貢献青少年団体として表彰された
事を非常に嬉しく思います。
私は、この茅野市リーダースクラ
ブの活動に参加して、今年度で
1１年目になります。
私が入りたての頃は、人数もそれ
ほど多くなく、知名度も余りあり
ませんでした。しかし、諸先輩方
の苦労と、大人の方々からの大き
なサポート、そして、現在中心と
なって活動している茅野市リー
ダースクラブのメンバー達の努力
によって、ここまで大きな団体へ
と成長してきました。
各地区から、子ども会活動のサ
ポートの依頼が多くなってきたこ
とは、自分たちの活動が地域に認
められ、信頼されている、何より
の証ではないかと、私は思います。
これからも、地域の子ども会活動
を明るく、楽しい活動にするお手
伝いが出来るよう、茅野市リー
ダースクラブメンバー一丸となっ
て、「明るく・楽しく」頑張って
いきたいと思います。

　茅野市リーダースクラブのみな
さんの長年の活動が評価され、内
閣府特命担当大臣をはじめ、多数
の機関より表彰されたことに対
し、心よりお祝い申し上げます。
　みなさんは「子どもが主役」を
キーワードに、様々な場面で、子
どもたちがリーダーシップを発揮
できるよう、今まで活動されてき
ました。現在も、市内の子どもた
ちを主導する団体として、地域の
子ども会行事のサポート、「こど
もまつり」や「こども会議」など
のイベントへの主体的な参加、そ
してリーダー研修の企画・運営な
ど目覚ましい活動をされていま
す。
　これからも次の世代へつながる
ように魅力あるクラブづくりをさ
れ、将来の茅野市においてリー
ダーシップを発揮できるような人
になることを期待しています。
　みなさんの今後のますますのご
活躍を祈念して、お祝いの言葉と
いたします。

　表彰を祝して
　この度は表彰おめでとうござい
ます。心からお祝い申し上げます。
みなさんの活動が多くの方々から
注目されていたことはよくわかっ
ていましたので、この度の表彰は
当然と言っても良いと思います。
　さて、私が皆さんの活動を初め
て知ったのは、今から７年前の青
少年自然の森で毎年ＣＬＣのメン
バーによって行われている夏の
リーダー研修です。小学生に中学
生・高校生・大学生や社会人のリー
ダー生が遊び・ゲームや共同宿泊
を通して人間関係づくりの在り方
を指導されていた様子に心がうた
れました。リーダーとしての要件
の一つである、人前で恥ずかしが
らないで自信を持って行動されて
いる姿に感心いたしました。小学
生がひきつけられていました。ま
た、関わり方が温かくて優しいと
いうことも印象的でした。みなさ
んの心が小学生に伝わっていまし
た。今後もこの調子で活動される
ことをお祈りし、お祝いの言葉と
します。

長年継続してきた活動が評価されました。

表彰内閣府
特命担当大臣

ごあいさつ お祝いのことば

茅野市子ども会育成連絡協議会会長

山田　周平
ＣＬＣ会長

丸茂　政邦
シニアリーダー代表

山田　明宏
茅野市長

柳平　千代一
茅野市教育長

牛山　英彦
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茅野市リーダースクラブ



茅野市リーダースクラブ設立の思い出
　平成８年長田健吉係長との会談の中で、実は沼津市子ども会に世話になり

合同キャンプなどの交流をしている子ども達がいるのだが、ボーイスカウ

ト等の経験を生かしてまとめてもらえないか、面倒をみる大人のリーダー

がいない為、このままではいずれ解散する事になる。 ( 五味義人・小平剛史・

平澤佳子・宮崎沙紀・長田米和・柏木夏樹・宮坂浩司 ) 等々の第１期や第２期

の子ども達と会い、彼らの素晴らしさを認識し、是非茅野市リーダースクラブをつくろうと

平成９年５月２４日家庭教育センターにて、『茅野市子ども会リーダースクラブ打ち合わせ

会』を開催しました。略称ＣＬＣとし、末永く続けて行ける組織にするため全国子ども会育

成会の規程である中学生・高校生をジュニアリーダーとし青年リーダーによりリーダースク

ラブ形成する、を無視し、中学生をジュニアリーダー・高校生をリーダースクラブとし教育

委員会の行事である「少年リーダー育成研修会」を活用し、独自の教育システムとして小学

生を中学生が中学生を高校生が指導する教育法の提案を認めていただき、子どもの為の子ど

も会を実現すべく取り組んできました。

H9 前年の少年リーダー養成研修参加者と､沼津へのアウトドアー研修に参加した中から
 応募のあった29名で茅野市リーダースクラブが結成される
 茅野市こどもまつり参加
 ちゃれん児２１活動発表会参加

H10 弁論大会開催

H11 第 1回ＣLＣ･NLＣ( 沼津リーダースクラブ )ジョイントセミナー開催
 小学生を対象としたジュニアリーダー養成コースがはじまる
 第 1回定例会が開催される
 第 1回親子自然体験楽習会開催
 長野県子ども会育成連絡協議会リーダー養成研修参加（４名 )
 初の出前講座を本町子ども会｢クリスマス会｣で行う

H13 諏訪郡３市交流会開催　　野外伝承遊び国際大会参加　　アイスキャンドル参加

H14 尖石５０００年祭参加　　新聞｢ＬＯＯＫ ＢＡＣＫ｣発行

H15　　ちゃれん児２１活動発表会参加

H16 わんぱく相撲協力参加　　すわ未来２１ブース展示参加
 初の一般向け企画「ハロウィンナイト」開催

H20 長野県子ども会育成連絡協議会表彰受賞　　長野県青少年育成県民会議会長表彰受賞
 第 1回茅野市こども会議が開催され、ＣLＣから５名参加

H21 全国子ども会連合会表彰受賞　　全国子ども会ジュニアリーダーセミナー参加 (１名 )
 エコフェスタ２００９参加　　社会貢献青少年団体として内閣府特命担当大臣より表彰
 まつもツアーズ (松本市子ども会育成会主催 )参加 (７名 )

メンバー構成

各年代により、以下のように構成が分かれています｡
ＣＬＣ(高校生 ) が中心世代となります。

ジュニアリーダー養成コース ( 小学５・６年生 ) ２４名
ジュニアリーダー  ( 中学生 )  ２９名
ＣＬＣ   ( 高校生 )  １３名
シニアリーダー  ( 社会人 )  ３１名
     計９７名
　　　　　　　　　　　　　　　　(平成22年 3月現在）

定例会

企画運営について、世代ごと話し合いをして決めていきます。

ジュニアリーダー (毎月奇数水曜日 ) ：総合福祉センター　
ＣＬＣ　　　　　　　(毎週土曜日 ) ：ＣＨＵＫＯらんどチノチノ
シニアリーダー　(毎月一回開催 ) ：総合福祉センター

受賞おめでとうございます。
平成９年の３月、初めて市役所でＣＬＣ発足
時の皆さんに出会った時のことは今でも忘れ
ません。皆さんは中学２年生、自分はこれか
らスタートする新たな事業に不安とわくわく
する思いを抱いていました。子ども会育成連
絡協議会の役員さんとＣＬＣが実施する事業
は、回を重ねるごとに主体がＣＬＣに置かれ
るようになっていき、以降新たなメンバーを
増やしながらＣＬＣは力をつけ大きくなって
きました。今回の受賞は成長の通過点として、
この会が一層裾野を広げ地域貢献されること
を願っています。ＣＬＣと共に活動ができたこ
とを嬉しく、また自分の宝と思っています。

ＣＬＣとともに成長して
　平成１５年４月に初めて皆さんと出会い、
自分たちで考え・行動する姿を見た時のこと
は今でも忘れません。それから６年間、感動・
感謝・怒り・そして熱い気持ち、多くのこと
を体感し、ＣＬＣとともに私自身が成長するこ
とができました。事務局を離れる時、この会
を無事に繋げることができたことに安堵しま
した。そして何より皆さんとのたくさんの思
い出がこみ上げ涙が出ました。ＣＬＣと過ごせ
た日々は人生の誇りであります。
皆さんの成長を期待しております。

　青少年係の業務は、前職の税務課とは全く
畑違いで、最初は正直とまどいました。「ジム
キョク」という言葉にうなされる夜もありま
した。ただ、茅子連の方々やＣＬＣは、ボラ
ンティアでありながら熱意をもって活動して
おり、自分も机上の仕事だけでなく、「ハート」
で仕事をしなければと強く感じました。
ＣＬＣのリーダーとしての強い意識や行動に
はいつも驚かされます。それらを結成当初か
ら今まで、ＣＬＣ関係者全員が育み受け継いで
きたからこそ、今回の一連の表彰があり、関
係者全員が受賞者です。
ＣＬＣはまだ中高生、迷う時もあります。彼
らの舵取りを、大人が灯台のあかりとなり導
かなければと思います。今後もご協力をお願
いいたします。

この６つの力を
リーダー５カ条+１と呼び、
こんなことが身に付いたらと考えています！

堀畑　幸次

歴代の事務局担当より

平成９年～１４年担当
両角 勝元

平成１５年～２０年担当
守屋 正弘

現担当
五味 健太郎

ＣＬＣ歴代会長一覧

柏木　夏樹
柏木　夏樹（高校）
長田　恵一（中学）
小平　剛史
平澤　佳子
五味　義人
長田　健
古川　翔太
古川　翔太
古川　翔太
篠原　結
藤森　沙季
竹村　晴香
丸茂　政邦

Ｈ９
Ｈ１０

Ｈ１１
Ｈ１２
Ｈ１３
Ｈ１４
Ｈ１５
Ｈ１６
Ｈ１７
Ｈ１８
Ｈ１９
Ｈ２０
Ｈ２１
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各地区•単位子ども会の行事や各種イベントに参加•協力しています。
本町､茅野町､塚原､中河原､両久保､向ヶ丘､みどりヶ丘､長峰、北大塩､下古田､上古田､塩之目、中沢､神之原､穴山､小堂見､山口、
堀､お祭りどんぶり ( 玉川 )、湖東地区､北山地区､中大塩地区､スポーツ少年団、茅野市母子寡婦福祉会､宮川どんぐりフェスタ、
ちの地区こども館､中大塩地区こども館､泉野保育園､宮川小学校クラス､宮川小学校全校､湖東小学校など､30 か所以上､のべ 80
回以上

出前講座実績



市全体の大イベント！大
人 に 交 じ っ て 毎 年 コ ー
ナーを担当し、子ども達
を楽しませるよ。

茅野市こどもまつり

いよいよリー研本番！この日のた
めにプログラムを何度も詰めてき
た。参加者にとっても自分達にとっ
ても最高の思い出になるよう、今
この瞬間に全力投球！

少年リーダー育成研修

ＣＬＣで唯一の親子参加
企画。主にシニアリーダー
が企画・運営します。親
子で野外体験を楽しむこ
とができ、リピーターも
多いイベントです。

親子自然体験楽習会

養成コース参加者に楽し
んでもらうため、年間を
通していろんなイベント
を企画しています。焼き
芋会やリンゴ飴を作った
り…。

養成コースお楽しみ会

諏訪圏全域で行われてい
るアイスキャンドルイベ
ントに参加。寒さに震え
ながらも、真冬の茅野駅
をキャンドルの炎で鮮や
かに彩ります。

アイスキャンドル
ＣＬＣのステップに上が
る中３生を迎える式です。
ＣＬＣユニホームが手渡
され、これでいよいよＣ
ＬＣの仲間入り！

入魂式

ＣＬＣ活動の小学生向け
体験コース。自己紹介し
たりレクで楽しんだり。

ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ養成コース
開講式

ＣＬＣが企画する最大の
イベント！略して「リー
研」の事前顔合わせ会。
各小中学校からの参加者
はみんなドキドキだけど、
班に分かれての目標決め
や 楽 し い レ ク で 仲 間 作
り！

少年リーダー育成研修
事前研修会

ジュニアリーダーの企画
するキャンプ。ＣＬＣへの
いわば登竜門！リーダー
の卵としてがんばります。

ジュニアリーダー企画

市内中高生の意見交換の
場として、平成２０年よ
り開催されており、ＣＬＣ
からも参加しています。
日ごろのリーダー活動の
成果を生かし、積極的に
取り組んでいます。

茅野市こども会議

クリスマス会と養成コー
スの閉講式を同時開催！
レクやケーキ作りなどを
楽しんだ後は、養成コー
ス参加者に修了証が手渡
されます。

クリスマス会＆閉講式

★責任感が強くなったと思います。　

★信頼できる仲間ができ、人と関わることの大切さを感じました。

★自分の意見を持ち、言えるようになった。

★新しい家族に出会えてよかった。

★初対面の人とも気兼ねなく話せるようになり、ＣＬＣを続けてきてとても良かった。

★いろんな経験ができた 。ＣＬＣがなければ今の自分の活躍範囲は限られてたと思います !

★自分だけでなく共に学ぶ仲間や参加してくれる方々と互いに高めあうことの出来る活動だと思います。

★いろいろな人と活動するなかで、いろいろな人との接しかたなど、　　

　学校では教えてくれないことを学べて良かった。

★いろんな年代の人と接したり、色々な地区との触れ合いや、幅広く関係や関わりを築けていけることが、

　ＣＬＣの魅力だと思いました。

★ＣＬＣに入って、プランニングの力がついたと思います。

ＣＬＣを

経験して

最高の思い出

Let’s Watch CLC!

Watch
ＣＬＣ１２年の歴史を、
イベントごとにふりかえってみます。


