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“元気っこFORUM”はニッセイ財団が1979年から行っている「児童・少年の健全育成助成」ならびに2007年にスタートした「生き生きシニア活動顕彰」を今年受けられた団体から寄せられた声をもと
に編集しています。“あっ、こんな活動をしている仲間がいる！”“こんな計画があるのか！”と、がんばっている全国の仲間たちを応援したり、意見を交換しあったり。どんどん情報の輪が広がっていくきっかけ
になれば、と考えています。

“大きなオオイチョウタケだね！”“見せて、見せて！”“食べられるの？”もう10年近く
継続している城址公園キノコ定点調査。キノコ博士の先生と毎年同じ時期にキノコ
を調査しています。この日は会員親子の他にもキノコ好きの地域の方たちが参加
し、なんと51種類ものキノコを見つけました。ここ東海村は日本全国からの転入村
民が多い村。親世代にはそれぞれの大事な「ふるさと」がありますが、子どもたちに
とっては東海村こそが「ふるさと」で
す。多くの里山、海岸の松林、はにわ
の出土する遺跡などがあることを知
り、ふるさとを大事に思う気持ちが生
まれたらいいなと毎月1～2回、親子
で協力し合いながら年間を通して変
化に富んだ活動を行っています。

“ひどい酸性雨が続くとカタツムリの殻が溶けちゃうの？”“公園の銅像が傷ん
でいるのも酸性雨のせい？”大気汚染について知ってもらいたいと、酸性雨に
ついて体験して学ぶ実験講座を開催。身近な液体を調べた小学生の発表を聞
いた後、参加者約50人が6班に分かれ体験学習を行いました。中学生
や高校生のリーダーと一緒に、酸性・アルカリ性をpH試験紙で測った
り、水道水に呼気を吹き込む実験等をしました。5年間酸性雨調査を地

道にやってきた中学生と高校生の研究発表や環境を守ろうというメッセージ、酸性雨の測定
のやり方を教わり、実際に家で雨のpHを測定するキットをおみやげに持ち帰りました。

「東海村の環境調べ隊」：茨城県東海村

見つけました。ここ東海村は日本全国からの転入村
れの大事な「ふるさと」がありますが、子どもたちに
と」で
にわ
を知
が生
親子
て変

▲酢でシジミのからが溶けることに
はみんなビックリしていました。

テーマごとに、県内の大学、
中学・高校の教師や博物館の
研究員が先生になり、
専門的なことも子どもたちに
わかりやすく話してくれます。

ヒラメとカレイ、イカの赤ちゃんやマダコ、
ウニやナマコ、ヒトデもカニもいろいろな
種類が見られました。アメフラシという軟
体動物は卵も見つけました。

ペットボトルに糸を垂らし息を吹き込ん
で、ドライアイスで冷やすと“雪の結晶が
できる！”と実験したり、折り紙で雪の形を
作ったりして楽しい時間を過ごしました。
ふしぎだな、と思ったことから科学は始ま
るんですね。

▲みんなに大人気のキノコ博士は、大学生の時から私たちと一緒にキノコ調査を行っています。
子どもキノコ博士も続々生まれています。

▲準備が本当に大変でしたが、会員みんなでがんばりました。
参加者も楽しかったようです。
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オムラサキが集団
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ります。ここ数年、
夏特に暑く、冬特
に寒いという気候
変動のせいか気温
の上昇と共に成長
するオオムラサキ
の発生が遅れ、数
も減少しているこ
とが心配です。

恒例の図書館との共催の夏休み企画。先生の
楽しい虫のお話と子どもたちが考えた虫のクイ
ズ、進行や受付やクイズなど、子どもたちがス
タッフとして図書館のみなさんと一緒に運営し
てみんなが大活躍の一日でした。

大型キツツキの「アオゲラ」のオスを至近距離
で観察。見るのは初めてです！また、日本で一番
小さい鳥、「キクイタダキ」の群れにも遭遇。観
察した鳥のリストを見ると、10年程前の半分近
くになっています。小鳥が激減しているのです。

近くの里山で枯れ枝や落ち葉を拾い、それ
で芋煮とヤキイモを楽しみました。昔、落ち
葉や枯れ枝は大事な資源でした。２時間ほ
どの調理に、炭やマキも含めてこんなに燃
料が必要なんだとわかりました。

“自分で石を切って楽しかった！びっくりした！
もっと石を知りたい！”“つい拾ってしまった石の
名前を知りたい、石の中を見てみたい”と参加
者が自慢の石を持って集結。この企画に博物館
の特別研究員の方が協力してくれました。

この夜は「木星と月の天体観測会」。“木星
の縞が見えた！ 二重星だ！ 人工衛星が見え
た！”と、みんな大喜び。望遠鏡で見ると、月
がびっくりするほど大きく見えました。
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春の星空観測から冬の渡り鳥観察まで自由な発想の活動を展開
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東海村には古墳がたくさんあり、かっこい
い武人はにわも出土しています。子どもた
ちも粘土をこねて自分だけのはにわ作りに
挑戦しました。
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「中央ペーロン少年団」：兵庫県相生市

「富士山アウトドアミュージアム」：山梨県富士河口湖町

富士山の環境保全活動を行う上で、一番必要なのは仲間作りだと、「富士山の森が
小学校」を開催。キャンプや登山、洞穴体験、富士山のごみ拾いなど、さまざまな野
外活動を行っています。地域の自然を知り、興味や関心を持ち、大切に思って欲し
いとの願いを込め、ただ教えるのではなく、共に感じ、多くの気づきや学びと出会

えるように指導。テントで寝るなどアウトド
アを体験することで、「もしも」の時も、スト
レスフリーになれるようにと思っています。

「星井町少年少女発明クラブ」：富山県富山市

“便利なちりとりを考えたよ”“ぼくはしわ伸
ばし機にするよ”この日は、秋に催される県
の「発明とくふう展」に出品する作品のアイ
デアを出し合う会。家庭などですぐに役立
つ実用的なものから、未来に実現したらい
いなと思えるものまで、目の付け所に子ど
もたち一人ひとりの個性が感じられます。ス

タート時の発明・工夫に興味を持
てるような会から徐々に身近な
材料を使っての工作へと段階を
踏んで活動の幅を広げています。

異年齢・異世代
交流活動

異

最初は恐る恐るだった耕運機体験。
でもすぐ慣れてスイスイ！
最初は恐る恐るだった耕運機体験。
でもすぐ慣れてスイスイ！

育ったじゃがいもをみんなで
掘るのって楽しいね！
育ったじゃがいもをみんなで
掘るのって楽しいね！

みなみ自然体験 いもっ子クラブでは、5月
はさつまいもの苗の植え付け、6月はじゃ
がいも掘り、7月はとうもろこしや枝豆の
収穫、年末にはお餅つきなど、子どもたち
に日常生活ではなかなかできない体験を
させてあげたいと月に１度イベントを開催。
農作業を通して自然に親しむことはもちろ
ん、野菜を作る難しさを体験することで食
べ物や命の大切さを学んだり、異学年の
仲間や大人と一緒に活動することで人と
のふれあいや自主性、創造性、協調性を身
につけることを目標にしています。今日泊まるテントをみんなで設営中。

今日泊まるテントをみんなで設営中。

子どもキャンプがはじまります。
雄大な山で記念撮影!
子どもキャンプがはじまります。
雄大な山で記念撮影!

おわん島への遠漕、みんなで頑張ったよ！おわん島への遠漕、みんなで頑張ったよ！

鶴岡市子どもまつりに出店、
大にぎわいでした！

「むすんでひらいて」は演奏なしで
みんなで歌いながら手遊びしました。

おにぎり上手に作れるかな～？

敬老会に参加し、
堂々とした演奏を披露。

“貝に番号をつけるよ！貝殻の長さ、幅、厚さや重さを測っておこう”。採取してきた貝を1個ず
つ子どもたちと近くの川に放していきます。絶滅危惧種「カワシンジュガイ」の採取・移植は、
地元・大野地域に豊かな山と川を回復し次世代に残すために始めた活動の一つ。4年前の大
野川の水生生物調査の際、“今でも多く生息している有家川の下流からカワシンジュガイを、
ここに移植したい！”と発言した小学生の思いが実を結びつつあります。以前よ
り、地域の川の源流探訪会やヤマメ・イワナなどの渓流魚の放流、河川の草
刈り・清掃活動も実施。小学校への出前授業も積極的に行い、子どもたち
の自然体験活動を支援しています。

夏休みの8月、町の文化会館で行われた「海洋教育こどもサミット」で、6年生の子どもたち
5人が「カワシンジュガイの移植大作戦」を通して学んだ「洋野の森と海はつながっている」
ということを発表しました。当日は、町内の小中学校と高校、さらに気仙沼市や山形県から
も参加しての発表交流会です。これまで自分たちが観察し学習したことや考えをポスターに
まとめて発表しました。この時、他校の小学生からカワシンジュガイの移植の経緯や学習し
た感想などについての質問がされましたが、堂々と対応していました。

子どもたちが学習の成果を
「海洋教育こどもサミット in ひろの」で発表

やってみよう、飛びだそ う、

自然と触れ合えるイベントでは、
いつもはできない体験がいっぱい！

真剣な表情で
太鼓を叩く子どもたち。

2011年10月、世界に広まるきっかけとなった
F1ジャパングランプリ開会式での「国歌斉唱」
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組み立てたばかりのカヌー、
頑張って漕ぐよ！
組み立てたばかりのカヌー、
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アンコールでは「ふるさと」を演奏。
皆さんよく知っている歌なので、
とても喜んでくれました。
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「みなみ自然体験 いもっ子クラブ」：埼玉県蕨市
わらび し

あいおい  し

相生市の伝統文化ペーロンを通じ、郷土愛、思い
やり、誇り、生きる力を育む活動をしている中央
ペーロン少年団。約30人で一緒に漕ぐペーロン
船では、自分がどれくらい漕いでいるかがあまり
わからないため、カヌーや伝馬船を自分の力で漕
ぎ、風や潮の流れ、波を超える感覚を身につけ、
また、競漕すること
で知恵と力を育て
ています。8月には

往復21キロもあるおわん島という無人島へ遠漕す
るなど、家族がいっしょに活動することを目標にして
います。

てん  ま  せん

「大野の自然を守る会」：岩手県洋野町
ひろ の ちょう
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今日泊まるテントをみんなで設営中。

子どもキャンプがはじまります。
雄大な山で記念撮影!

おわん島への遠漕、みんなで頑張ったよ！

「だがしや楽校 子ども部」：山形県鶴岡市

だがしや楽校とは、遊び・仲間作り・学び・し
つけ・創意工夫をモットーに、小学生の子ど
もたちが中心となって、イベントに屋台店の
形式で出店する自由市場の活動。リヤカー
を使った、移動ができる屋台の登場で、子ど
もたちがより自主的に舞台づくりをするよう
になりました。商店街のナイトバザールやお
祭り、県内各地のイベントに出張し、駄菓子
や手作りアクセサリー
を販売するなど、世代
を超えた居場所作り
をしています。

鶴岡市子どもまつりに出店、
大にぎわいでした！
鶴岡市子どもまつりに出店、
大にぎわいでした！

♪上をむ～う～いて　あ～るこ～お～お～♪おじいちゃ
ん、おばあちゃんも演奏に合わせて口ずさんでくれます。
3歳4歳の子がタンバリンやマラカスを振り、小学生の子
は木琴や本格的なドラムやギターに挑戦。16人の子ども
たちで結成した「きっずコム☆ばんど」で、この日は
高齢者施設を訪問し演奏を披露しました。子どもた
ちは“もっとやりたかった、練習がんばる！”“優しい
笑顔で演奏を聴いてくれて、うれしかった！”と手応
えを感じているようでした。年齢の違う子どもたち
が音楽を通して刺激しあい、その成果を発表する
機会と喜びも増やしていければと活動しています。

「むすんでひらいて」は演奏なしで
みんなで歌いながら手遊びしました。
「むすんでひらいて」は演奏なしで
みんなで歌いながら手遊びしました。

「やかげ小中高こども連合」：岡山県矢掛町

学校も年齢も異なる子どもたちが集まって、矢掛の魅力を発信していく、それが
「やかげ小中高こども連合」。その中の１つ、“障がいのある子どもを持つお母さん
の笑顔がみたい！”と、発達障がい児の家族を支えるため、高校生によって立ち上
げられた「YKGすみれ」では、“自然で遊ぼう”をテーマに、１日の流れを視覚化する

などの工夫をこらし、クイズやおにぎりづ
くりなどを楽しむイベントを開催。みんな
が笑顔になれる１日となりました。

おにぎり上手に作れるかな～？おにぎり上手に作れるかな～？

「屋久杉権現太鼓創作保存会 山響会」：鹿児島県屋久島町
敬老会に参加し、
堂々とした演奏を披露。
敬老会に参加し、
堂々とした演奏を披露。スポーツが苦手な子や学校生活、同年代

の子どもたちとうまくコミュニケーション
が取れないなど、子どもたちに自信をつけ
てもらいたいと、和太鼓を通じての居場所
作りを開始。子どもたちで準備をしたり、
高学年が低学年を進んで教えるなど、集
団行動のあり方や人を思いやる気持ちが
芽生え、日々成長していることを感じてい
ます。今後も、地域や高齢者のみなさんに
元気を与えられるような演奏会ができる
よう、日々の練習を頑張っていきたいと
思っています。

“ドイツ語の発音は難しい、でも自信をもっ
て歌いたい！”いま、私たちは、来年3月音楽
の都ウイーンの地で開催される「歌う第九」
への参加に向けて練習を続けています。そ
のコンサートでは、2012年の来日公演以
降交流のあるウィーン少年合唱団との5回
目の共演が待っています。彼らの歌声を聴
き刺激を受けたこと、海外の文化に実際に触れることや素晴らしいステージで歌う体験
そして福島・南相馬の元気を発信できることを楽しみに頑張っています。

中学生や高校生だった初代メンバーも、いったん
は卒業したものの“まだ、歌い続けたい！”との願
いがあり、現在は25歳まで特別メンバーとして活
動が続けられるようになりました。都合が合え
ば、設立当初から続けてきた地元厚生病院での
クリスマスコンサートで演奏したり、遠征地で合
流し演奏会に参加してもらったりしています。現
メンバーにとっては、各パートごとにあこがれや
お姉さん的存在の先輩もいるようです。

「特定非営利活動法人さぬきっずコムシアター」：香川県丸亀市

そ う、わくわく元気っこ活動

自然と触れ合えるイベントでは、
いつもはできない体験がいっぱい！
自然と触れ合えるイベントでは、
いつもはできない体験がいっぱい！

真剣な表情で
太鼓を叩く子どもたち。
真剣な表情で
太鼓を叩く子どもたち。

をもっ
音楽
第九」
す。そ
演以
の5回
声を聴
際に触れることや素晴らしいステージで歌う体験
ることを楽しみに頑張っています。

中学生
は卒業
いがあ
動が続
ば、設立
クリス
流し演
メンバ
お姉さ

ったん
との願
して活
が合え
院での
地で合
す。現
がれや

「ＭＪＣアンサンブル（南相馬ジュニアコーラスアンサンブル）」：福島県南相馬市

“いままで、たくさんの歌う機会を与えていただきました。これから
も、ふるさとへの誇りを皆さんと共有しながら、元気と希望をお届
けできればと思います。それでは聴いてください”。地元の道の駅
感謝祭でのコンサート、8年目に入った私たちの合唱団は、続けて
きた活動の記録を手作りのパネルにして来場者の方たちに見てい
ただきました。そして、メンバーの想いを込め
たオリジナル曲「Pray（祈り）」を歌い上げまし
た。結成間もない私たちを襲った震災、それ
でもあきらめないで“大好きな歌を続けよう”
という気持ちに地元だけでなく全国・世界か
らも演奏の場を設けてもらいました。これま
で寄せられた支援に対する感謝の気持ちとメ
ンバーの成長の姿を見せられるよう、練習を
重ねています。｠

“歌う喜び”は世代を超えて
つながってゆく

来年もウイーン少年合唱団と
第九を共演します！

相馬

メ
を

馬市

れから
をお届
道の駅
続けて
見てい

馬市

2011年10月、世界に広まるきっかけとなった
F1ジャパングランプリ開会式での「国歌斉唱」
2011年10月、世界に広まるきっかけとなった
F1ジャパングランプリ開会式での「国歌斉唱」

組み立てたばかりのカヌー、
頑張って漕ぐよ！

アンコールでは「ふるさと」を演奏。
皆さんよく知っている歌なので、
とても喜んでくれました。

アンコールでは「ふるさと」を演奏。
皆さんよく知っている歌なので、
とても喜んでくれました。

「いらっしゃいませー！」と元気な声が
響くだがしや楽校のブース。
「いらっしゃいませー！」と元気な声が
響くだがしや楽校のブース。

自然と親しむ
活動

や  かげちょう
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NISSAY  ZA IDAN

外国にルーツをもつ子どもは、校内にはその子どもし
かいないことが多く、異文化の中、言葉もわからない状
況で、自分の思いを理解してくれる友人をつくることは
彼らにとって大変難しく、精神的に孤立している子ども
もいます。同じ立場の子どもたちが、共に集い、お互い

の夢や悩みを共有することで、彼らの悩み
を軽減することができ、彼らを取り巻く
様々な状況（進学、就職、在留資格
等)を学び、理解する機会となりまし
た。今年度も熊本からの参加者だけ
でなく、大分、佐賀からの参加者もあ

り、日ごろ会えないメンバーとも情報
交換、共有をすることができました。

これからいろいろなものをつくるぞ～！

なかなか思うように
当たりませんが楽しめました！

新年度スタート！みんなでお散歩へ。

まずは設定から…と真剣に
デジタルカメラ教室。

「村上ohanaネット」：新潟県村上市

ママだけでなくパパが参加できるカフェや、
エクササイズ教室、ベビーマッサージなど、
月に4～5の定期イベントを開催。さらに、行
政と連携してのパパスクールや親育ち講座、
子育ての意識向上のための「子育てに優し
いね！ステッカー」の配布など、“参画型”“共
助の関係性づくり”“まずは自分が楽しも
う！”をモットーに活動しています。子育て
真っ最中の人たちが、知恵と力を出し合い、
今いる場所をより良い環境にできるように
したいと考えています。

「のんびりパパカフェ」で
バルーンアートを楽しみ中。
「のんびりパパカフェ」で
バルーンアートを楽しみ中。

「村上パパスクール」では
親子整体教室を開催しました！
「村上パパスクール」では
親子整体教室を開催しました！

社会的に養護が必要な子どもたちを中心に、片
親家庭や外国籍の親を持つ子ども、さらにその
子どもたちの同級生なども巻き込んで、異文化
体験を通じた絆作りを目的とした活動を行ってい
ます。今回は生活スキルの向上を目的に、１泊
２日のキャンプを実施。テント設営やキャンプファ
イヤーを楽しんだ
ほか、活動中には
子どもたちが率先

して調理や配膳、片付けをするなど、これまでのイベ
ントの成果も見ることができました。

調理もてきぱき。初めての
お友だちとも仲良くできました！
調理もてきぱき。初めての
お友だちとも仲良くできました！

“お首がまだぐらぐらなので気をつけて～”“足はそ～っと伸ばして計ろ
うね！”の声を聞いて、子どもたちは赤ちゃん人形のお世話に一生懸命。
キッズ☆お仕事広場では、「助産師の仕事、命の大切さ」体験学習を
開催。胎児や10ヶ月の赤ちゃん人形を抱っこしたり、妊婦体験ジャ

ケットの着用を通じて、
命の大切さを知り、自
分だけでなく他人のこ
とも大切に感じる思い
やりの心が芽生えた様
子。また、助産師の仕
事を広く知ってもらう
ことができました。

お風呂にはいって
きれいにしようね！
お風呂にはいって
きれいにしようね！

私たち、これくらいの大きさだったんだね～？
上手に計測しています。
私たち、これくらいの大きさだったんだね～？
上手に計測しています。

「野の花ぶんこ」：奈良県奈良市 お話の世界へ引き込まれる子どもたち。お話の世界へ引き込まれる子どもたち。

おはなし会がみんな大好き！おはなし会がみんな大好き！

子どもたちが本（絵本や物語）に親しみ、楽
しさを知り、想像力や思考力が育つように、
そして、そのかけはしとなれるようにと願
い、毎週１回、自宅を開放。本の貸出をは
じめ、読み聞かせやおはなし会を続け、丸
40年になりました。子どもの本に関わら
れた諸先輩たちの「読む力は生きる力につ
ながる」「子どもは本を読んでもらう、お話
を聞かせてもらう時、自分が大切
にされていると感じる」という言葉
どおり、日々の活動を通じて手応
えを実感しています。

ささえよう、見守ろう、 ぽか

中国、シンガポール、フィリピン、アメリカ、
台湾、ボリビア、インドネシア、パキスタン、ブラジル…、
小学6年生から高校3年生まで49人の子どもたちが参加

初めて会ったのに、いつの間にか友だちを
作れました。自分がダブル（のルーツ）を
持っていてよかったと初めて感じました。

初めて会ったのに、いつの間にか友だちを
作れました。自分がダブル（のルーツ）を
持っていてよかったと初めて感じました。

「子育て・女性健康支援センター・みえ」：三重県菰野町
こも  の  ちょう

体重移動や左右差をなくす
運動としても和太鼓は有効！

他県の生徒も参加！「九州外国ルーツの生徒交流会in熊本」を開催

重～い！ママって

大変だったんだね！重～い！ママって

大変だったんだね！

久しぶりにタガログ語で
話したので嬉しかったで
す。自分は一人じゃないん
だ、仲間はいるんだとすご
く思いました。

久しぶりにタガログ語で
話したので嬉しかったで
す。自分は一人じゃないん
だ、仲間はいるんだとすご
く思いました。

皆のあるあるを聞けて本気で楽し
かった。同じ問題もあれば、違う問
題もあって、聞いててよかった。

皆のあるあるを聞けて本気で楽し
かった。同じ問題もあれば、違う問
題もあって、聞いててよかった。

大学生の大学受験のこ
とを聞きました。同じ高
3の人の悩みを聞いて、
いろいろ考えさせても
らいました。

大学生の大学受験のこ
とを聞きました。同じ高
3の人の悩みを聞いて、
いろいろ考えさせても
らいました。

自分だけじゃなく、みんなの和太鼓の音も
よ～く聞いて演奏中！

自然の中で裸足で
春を感じる子どもたち。

フリー
スクール活動

パソコンで
調べた

レシピで
たこ焼き

作り！

“日本に来て１年になるのに、子どもが日本語がわ
からなくて困っています。誰か日本語を教えてくれ
ませんか？”という問い合わせが、県内各地から熊
本市内の日本語学校にたびたびありました。その声
に応え、2009年に民間団体として活動を始めて
9年目。現在では、熊本県内の１３自治体の小中学校
に日本語指導員を派遣しています。また、週に数回、
県内数か所で地域日本語教室を開き、子どもたち
の「進路ガイダンス」や学習会なども開催。外国ルー
ツの子どもが集い、当団体のメンバーや支援者の
サポートで活動を行なっています。また、子どもだけ
でなく保護者や外国ルーツの地域在住者も共に集
い、交流するための場所の役割も果たしています。

「ＮＰＯ法人外国から来た子ども支援ネットくまもと」：熊本県合志市
ごう  し　し

高校のボランティア活動部で点字講習会

「子育て支援サークルほっと」：静岡県磐田市
いわ  た　 し

みんなで集まって
記念撮影！

次回のイベントも
楽しみです。

みんなで集まって
記念撮影！

次回のイベントも
楽しみです。

ユニバーサル絵本製作講座や
定例作業会で仲間を増やしています

多くのルーツを持った人々に
会えて、本当によかった。自分
とは全く違う文化をもつ人と
話をすることで、他国にもっと
興味をもちました。

多くのルーツを持った人々に
会えて、本当によかった。自分
とは全く違う文化をもつ人と
話をすることで、他国にもっと
興味をもちました。

子育て
支援活動
子育て
支援活動

療育
支援活動

がわ
くれ
ら熊
の声
めて
学校
数回、
たち
ル

市
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「あっぷっぷの会」：富山県富山市

自分のことも、相手のことも大切にしながら、
物事や人と関わる楽しさを学び、自己肯定感
を育んでいく。生きる力をつけていくことを目
標に、教科学習だけでなく、さまざまな体験が
できるように取り組んでいます。田んぼでは
もち米を植え、稲刈りから脱穀、精米を自分た
ちで行い、もちつき
をすることを楽しみ
にしたり、昔ながら

の手法である土壁塗りを体験したり。また、楽器の演奏や演劇、
芸術を体験するなど、豊かな感性が育まれています。

「一般社団法人シュタイナー療育センター」：長野県松川村

、
感

が
は

「特定非営利活動法人 志塾フリースクール岡山」：岡山県岡山市

暑い日が続き、室内での活動が
増えていた今年は、新たに導入
したパソコンが大活躍。ネット検
索や夏休みの課題提出のための
資料作成に役立っていました。ま
た、デジタルカメラの導入も、社
会人や大学生のボランティアと
のコミュニケーションツールとし
て活躍中。記録や整理も今まで
以上にはかどっています。今後は
もっとパソコンなどの電子機器
を導入した授業を進めていきた
いと考えています。

これからいろいろなものをつくるぞ～！これからいろいろなものをつくるぞ～！

なかなか思うように
当たりませんが楽しめました！
なかなか思うように
当たりませんが楽しめました！

障がい児も、障がい者も、地域で一人の人
間として、学び、遊び、暮らすことを目指し
て日々活動しているあっぷっぷの会。障が
い者差別解消法によって、初めて障がい
児の地域校区の学校への進学就学が法
的に保障されることになり、障がい児やそ
の保護者、先生方へ、支援ができるように
取り組んでいます。また、年に１度の一泊
レクリエーションや、黒部市・富山市の県
内2カ所で開催する「あっぷっぷcafe」で
は、教育相談なども受付けています。

新年度スタート！みんなでお散歩へ。新年度スタート！みんなでお散歩へ。

まずは設定から…と真剣に
デジタルカメラ教室。
まずは設定から…と真剣に
デジタルカメラ教室。

「のんびりパパカフェ」で
バルーンアートを楽しみ中。

「村上パパスクール」では
親子整体教室を開催しました！

調理もてきぱき。初めての
お友だちとも仲良くできました！

お風呂にはいって
きれいにしようね！

私たち、これくらいの大きさだったんだね～？
上手に計測しています。

お話の世界へ引き込まれる子どもたち。

おはなし会がみんな大好き！

、 ぽかぽかスマイル活動

初めて会ったのに、いつの間にか友だちを
作れました。自分がダブル（のルーツ）を
持っていてよかったと初めて感じました。

「ユニバーサル絵本」って知ってますか？本文を点字にした透明シートを、見
開きごとに挟み込んだ絵本のことです。30年ほど前に英国で始まった絵
本ですが、日本では、私たちが唯一の存在。活動10年目で蔵書の数は
700冊を超え、毎月月初に全国の目の不自由な子どもの家庭や教室に貸
し出されています。この活動を少しでも多くの人に知ってもらいたくて、子
どもフェスティバルでの絵本紹介や点字体験コー
ナーの出展、高校での授業や部活での絵本製
作、小学校での授業など様々な場で展開。見
える子も見えない子も一緒に使うことで相
互理解の促進に寄与し、誰もが尊重され共
に生きていく社会の実現に貢献したいと活
動しています。

体重移動や左右差をなくす
運動としても和太鼓は有効！

体重移動や左右差をなくす
運動としても和太鼓は有効！

に知ってもらいたくて、子
コー
本製
。見
で相
れ共
と活

重～い！ママって

大変だったんだね！

久しぶりにタガログ語で
話したので嬉しかったで
す。自分は一人じゃないん
だ、仲間はいるんだとすご
く思いました。

皆のあるあるを聞けて本気で楽し
かった。同じ問題もあれば、違う問
題もあって、聞いててよかった。

大学生の大学受験のこ
とを聞きました。同じ高
3の人の悩みを聞いて、
いろいろ考えさせても
らいました。

自分だけじゃなく、みんなの和太鼓の音も
よ～く聞いて演奏中！
自分だけじゃなく、みんなの和太鼓の音も
よ～く聞いて演奏中！

自然の中で裸足で
春を感じる子どもたち。
自然の中で裸足で
春を感じる子どもたち。

“えっ、点字って裏から打つの！?”そうなんです、
指で突起となっている文字を読めるよう紙の裏
から点筆という尖った道具で一穴ずつ打ち込
んでいくのです。そして、点字を書くときは右か
ら左へ書いていくことになります。昨年初回の
講座には6人が参加し、お友だちも加わって、今
も一緒に活動しています。第4木曜の定例作業会では、授乳中のお母さ
んから退職されたばかりの方まで様々ながら、絵本が好き、作業が面白
い、視覚障がいの方のお役にたてたら…あたりが共通項のようです。

この春、3年間一緒に絵本を作ってきた生徒か
らお手紙をもらいました。“高校に入学するまで、
点字絵本の存在を知りませんでした。講習会で
初めて点字を打った時のドキドキな気持ちは今
でも覚えています。はじめて、みんなで1冊の本
をつくりあげたことも、1人で1冊つくりあげた
達成感も忘れられません”。隣の市にある高校
での点字の学習も7年目、夏休みには２日間集
中で行いました。最終日には、卒業生も顔を見
せ、イベントでのお手伝いを申し出てくれました。

は、授乳中のおのお母さ母さ
が好き、作業が面白
通項のようです。

この春、
らお手紙
点字絵本
初めて点
でも覚え
をつくり
達成感も
での点字
中で行い
せ、イベ

フリー
スクール活動
フリー

スクール活動

パソコンで
調べた

レシピで
たこ焼き

作り！

パソコンで
調べた

レシピで
たこ焼き

作り！

本

「ユニバーサル絵本ライブラリー UniLeaf」：神奈川県葉山町

高校のボランティア活動部で点字講習会高校のボランティア活動部で点字講習会

「小中学生のためのフリースクール長野 みんなの学校」：長野県飯綱町
いい づな まち

みんなで集まって
記念撮影！

次回のイベントも
楽しみです。

ユニバーサル絵本製作講座や
定例作業会で仲間を増やしています
ユニバーサル絵本製作講座や
定例作業会で仲間を増やしています

一人ひとりの個性が花開いていくことを目的として、障がいのある6歳から18歳
の学童を対象に、放課後等を利用して療育を行っています。和太鼓は毎回20～30
分の活動ですが、子どもたちは確実に吸収し、成長の糧になっていることを実感。
お互いの音を聞きあい、演奏の中で社会性を育んでいます。また身体を動かすこと

で、筋力や呼吸の力をつけたりと、身体的
な健康にもつながっています。これからも
さまざまな子どもたちを受け入れていき
たいと思っています。

多くのルーツを持った人々に
会えて、本当によかった。自分
とは全く違う文化をもつ人と
話をすることで、他国にもっと
興味をもちました。

子育て
支援活動

療育
支援活動
療育
支援活動

え ほ ん が す き
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NISSAY  ZA IDAN

私たちは休耕田を借りて和綿の栽培や収穫、「綿から糸へ・糸から布へ」の体験会の開催など、
約20人が主体となり精力的に活動しています。日本に古くからある綿産業ですが、今は綿を
触ったことのない子どもたちもたくさん。
和綿は繊維が太くて短く、吸湿性
に優れていて温かいことを、昔な
がらの手作業をする中で楽しく
伝えられれば、と考えています。

地域を支える。誰かを笑顔にする。
シニアがますます元気に活躍中！
地域を支える。誰かを笑顔にする。
シニアがますます元気に活躍中！
地域を支える。誰かを笑顔にする。
シニアがますます元気に活躍中！
今年もたくさんのシニア団体からの報告が全国から続々と届きました。
地元を大切に思う気持ちや、「生きがいになっています」「楽しんでいます」など充実した声がたくさん。
みなさんの生活の一部となっている活動をご紹介します。

生き生きシニア活動編

散歩感覚で走りましょう！
8つの班それぞれを
ガールズが先導します。

なんども試走して、休憩のタイミングや場所を
検討します。

イベントで踊る「よもそろダンス」、
これでもヒップホップ調なんよ！

具はなにがいいかな？わけぎとベーコン！

「紀の国こっとん手織広場」として市内の築約100年の古民家で、和
綿の種取り、手紡ぎ、手織りや草木染めを月8回に分けて行っていま
す。集まるのは年齢層も幅広く80代も。共通点は手芸好き。最後に
はショールや服、バッグを
作る人もいます。小学校や
公民館で行う出前体験会
も今年は夏休みに4回も開
催しました。2時間の間に
糸車やくるくるコマという
道具で糸を作ったり、手織
りのコースターをつくった
り。小学生からは提出する
宿題にもなると喜ばれて
います。

「グリーンライフシニアわかやま」：和歌山県和歌山市

「紀の国こっとん手織広場」出前体験会。
糸車による手紡ぎに小さな子どもも興味津 ！々

築約100年の古民家「紀の国こっとん手織庵」。
昔ながらの場所で、昔ながらの技術を習得。

小学生にも人気の組紐体験。“今度はこっちを持
って、その次はこっち”と教えてもらっています。

小さな子どもから、お年寄りまで。
教える人も習う人も、夢中になって楽しみながら。

「よもそろ焼き」は、生産量日本一のわけぎ、トマト、キウイフルーツやイ
チジク等地元で採れた食材を具にしたお焼きのようなもの。しまなみ海
道全線開通を記念して、特産品をつかったおもてなしの企画で生まれま
した。小学校や保育所で教
える時は、甘い手作りジャ
ムを入れたものも喜びま
すが、わけぎとベーコンを
炒めた具が一番人気です。
美味しく食べた後は必ず
“あなたたちも、大きくなっ
たら、島の特産品を作って
くれること期待してるよ！”
と声かけしています。

子どもたちにつないでいきます、
地産地消の元祖「よもそろ焼き」

もっと島内の人にも知ってもらおう！月一の「よもそろ会議」で計画検討

小さな
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築約100年の古民家を拠点に、綿文化を伝えています。
紀の国こっとん（和綿）の栽培と、糸～布作りまで。
築約100年の古民家を拠点に、綿文化を伝えています。

“サイクリングで女子会を楽しもうや♪向島の隠れスポットも教えてあげるけぇ、うちら特
製よもそろコロッケも用意してまっとるけぇね！”5年目となった女性サイクリングに、島内
はもちろん呉や福山、岡山県からもリピーター含め90人近い参加者と地域のボランティ
アが集まりました。ここは、海に面した尾道駅の対岸に浮かぶ「しまなみ海道」の向島。地域

を明るく元気にしたいと、女
性の視点でまちおこしや地
域活性化を考えています。
主な活動はイベント時の特
産品を使ったおもてなしや、
島のPR活動。また、保育所・
幼稚園・小学校にも出向い
て、一緒に「よもそろ焼き」
を作ったりダンスをしたりし

て、楽しく向島の特
産品について学習
するお手伝いもして
います。

「よもそろガールズ向島」：広島県尾道市

栽培や収穫、「綿から糸へ・糸から布へ」の体験会の開催など、
活動しています。日本に古くからある綿産業ですが、今は綿を
たくさん。
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ずっと語り継ぎたい、津軽弁の昔話「むがしっこ」。
人の心を和ませ、私たちの元気の素にもなっています。

子どもたちとともに会話や笑顔を生み出したい。
住む人みんな、この街を大好きでいてほしいから。

気づかいの配食をつづけて25年。
地域の見守り役も果たし、生きがいにもなっています。

手づくりガーゼを妊婦さんに配布。
私たちの愛情も、生まれてくる赤ちゃんに届けたい。

10人のバラ好きがはじめた、手づくりバラ園。
今や来園者数約3000人を誇る、町の観光名所に！

郡山市で唯一雪遊びができる湖南町で。
子どもたちに外遊びを。故郷の行事の体験を。
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今年は、地域の「にこぴんしゃん祭り」でよもそろコロッケ
を知ってもらおう！

「よもそろ」とは、四方山話とあるように、四方が揃う（よくもまあ、そろって）という意味です。メ
ンバーは16人で、島の多方面で活動しており、社会福祉協議会や民生委員、農業委員、食の推
進委員のほか、役はなくても、地域のことを考えてい
る女性たち。この日も瀬戸内サイクリング大会への協
力参加を依頼されるなど広域のイベントでは当てに
される存在となって
きましたが、島内で
の認知度はまだま
だ。地元のお祭りに
も積極的に参加して
アピールしようと話
がまとまりました。
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昔は子どもたちの遊び相手だった絶滅危惧種トーギョ。
手づくりビオトープで守ろう、増やそう。放流しよう！
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聴覚障がい者との交流を楽しみながら活動する、
小学生も多い手話サークル。上級者も続 ！々
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地域を支える。誰かを笑顔にする。
シニアがますます元気に活躍中！

津軽の方言で語る昔話「むがしっこ」。昔は子
守唄がわりに聞いていた人も多いのです
が、子どもたちは古い津軽弁を理解できる
子も少なくなっているほどです。発足して5
年、地域の老人ホームや介護施設、老人大
学、小学校など、活動の場を広げ、昨年から
は毎週土曜日に国指定重要文化
財「旧平山家住宅」でも語ってい
ます。21人いるメンバーの多く
は高齢者ですが、それぞれの活
力源になっています。

「むがしっこ語る会ゆきん子」
青森県五所川原市

イゲお しゃがさま
「お釈迦様 静がに 池のほとり……」とはじまる
『蜘蛛の糸』。大人からは「懐かしい」との声。

約50人の保育園児
が興味津 ！々演題は
『狛犬』。初詣で見
るので身近に感じて
くれたのかも。

紀の国こっとん（和綿）の栽培と、糸～布作りまで。
築約100年の古民家を拠点に、綿文化を伝えています。
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イゲイゲお しゃお しゃがさまがさま
「お釈迦様 静がに 池のほとり……」とはじまる
『蜘蛛の糸』。大人からは「懐かしい」との声。

70歳以上の一人暮らしの方たちに、1食500
円で夕食の手づくり弁当を届けている私た
ち。今年で25年目に入りました。献立班が栄
養価を気づかい、調理班は衛生面に気をつ
け、配達班がなるべく手渡しし“お変わ
りないですか？”と安否確認も。総勢
約40人で90食を配食しています
が、なかにはすべてを兼任している
人も。味は病院の待合室で話題になり、
希望者が増えて順番待ちといううれしい悲鳴
をあげています。私たちの平均年齢も71.5歳
ですが、元気いっぱいに活動しています。

「長岡あじわう会」
京都府長岡京市

中央公民館の調理室を借り、
心を込めて作っています。

500
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中央公中央公民館の民館の調理調理室を借り、
心を込めて作っています。

今、自然界に見られないといわれている魚、
トーギョの保護・増殖を行っています。1月に
はもともとは畑だった土地に4m×10mの池
を2つ、ポリ製のタンク1つを設置し、ビオ
トープを造りました。“ちょっと目を離すとア
オサギが来て一瞬で食べてしまう！”と、アオ

サギの脚が届かない水位に調整するなど、気を配
りました。今年は小学校2校や中学校、歴史民俗資
料館などに90匹を贈呈。今後、もっ
と数を増やし、「平成の名水百選」
にもなったジョッキヌホー（瀬利覚
の川）への放流を計画中です。

「名水のむらジッキョ、自立・創造委員会」
鹿児島県知名町

汗を流しながら手造りしたビオトープ。
保育園児たちも食い入るように見てくれました。

トーギョを含め、自然の大切さを伝えたいと
森の中で学習会も。

今、自然界
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汗を流汗を流しながしながら手造ら手造りしたビオトープ。
保育園児たちも食い入るように見てくれました。

「つくばエクスプレス」が開通して約10年。
引っ越してきた人たちと、以前からの住人と
の交流を持ってもらいたいと、この活動をは
じめました。おもなイベントは保育園・幼稚

園児の絵画コン
クールや中学生
たちによる音楽祭です。全作品を市内2ヵ所に展示し
た「絵画コンクール」も「まちかど音楽祭」も観にきた家
族同士が集まり、住人の方々との会話や交流が生まれ
ているのを実感できました。絵画で入賞したお子さん
が一人で賞状をもらう愛らしい姿や親御さんの喜ぶ姿
はとても印象的でした。

「特定非営利活動法人やしおぬくもりネット」
埼玉県八潮市

商業施設で行った音楽祭。
広場の2階から見る人も多数！

応募総数約600枚！すべて心のこ
もった作品ばかり。入賞作品選び
は、なかなか進みませんでした。

0年。
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広場の2階から見る人も多数！

私たちは「過疎・高齢化」が進む故郷を活性
化するため、イベントをたくさん行っていま
す。なかでも、東日本大震災後、冬に子ども
たちに外遊びの場を作りたいとはじめた「湖
南の風習と郷土食・雪遊び」が人気です。豊

作を願う伝統行
事のダンゴさしを行ったり、杵でついたお餅を６～７種
類の味で楽しめる餅バイキングを食べたり、ソリ滑りや
かまくら作りも。1回に40人が集まるこのイベント。好
評につき、今年は回数を増やし3回開催予定です。

「ぐるっと湖南・伝承会」
福島県郡山市

小正月に行う「ダンゴさし」。豊作の稲穂に見立
てて枝がしなるほどダンゴを刺し、祈願します。

建物の2階くらいの高さから、シューッとスリリングに。
親も子も一緒になって思いっきり体を動かします。

活性
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小正月小正月に行うに行う「ダン「ダンゴさゴさし」。豊作の稲穂に見立
てて枝がしなるほどダンゴを刺し、祈願します。

「手話サークル内の子」
愛媛県内子町

クリスマスのカルタ取り。
ろう者が手話で表し、みんなが取る人気の遊び。

ヘレン・ケラーに会ったことから作られ
た、五十音を手で表す指文字を習得
中。写真はナ行の「ね」。

クリスクリスマスのカルタ取り。
ろう者が手話で表し、みんなが取る人気の遊び。

昨年の「第6回バラ祭り」には、近隣の市町村
も含め約3000人もの人が来園してくださ
いました。今年で7年目ですが、はじめはバラ
好き10人が集まり、遊休農地の開墾からス
タート。雑木林
を整地する日々

でした。その間にはバラの基礎学習も行い、苗の植え
込みをすすめ、約1年で開園。オープンの日にはたくさ
んの人がお祝いに駆けつけてくれました。現在では会
員も増え、昨年からは車いすが通れる通路も新設中。
これからも町のテーマ「花とハーブの町」に沿って地域
活性に貢献していきます。

「池田町バラ愛好会」
長野県池田町

例年より開花が遅れ、バラ祭り当日にはちょうど満開！

せん定作業など、冬の時期も春に
備えて活動しています。
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私たちは空き缶回収の販売代金でガーゼハ
ンカチを手作りし、妊婦さんに“お子さんを
大切に”“応援者がいるよ”という想いを込め
て市の施設など多くの場所で配っています。
ママからは“重宝している”“関心をもっても

らえてうれしかった”との声が。孤独を感じやすい
ママが地域とつながっていられるようにとスター
トしましたが、メンバーのなかには“社会と関
わっている実感が持てるようになっ
た”など、私たちにも好影響が。これ
からも続け、若い方にも参加しても
らえるようにと意気込んでいます。

「ボランティアウヌマ」
岐阜県各務原市
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手書きメッセージと兄姉のための
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私たちの向島を明るく元気にしたい！
女性の視点で楽しくまちおこしを進めています。
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私たちは手話を習得し、聴覚障がい者との
交流や、サポートが必要なイベントなどでの
支援を行っています。メンバーは現在大人
10人、小学生10人。小学生が多く、遠方から
車で送っても
らったり、親子
で参加していた

り、楽しく活動をつづけています。なかには“手話ので
きる看護師さんになりたい”と通い、その後看護学校
に行った子や、手話での意見発表の全国大会に行った
子も。今年は身障者の国体「愛顔つなぐえひめ大会」
の手伝いも行うなど精力的に活動中です。

え がお

聴覚障がい者との交流を楽しみながら活動する、
小学生も多い手話サークル。上級者も続 ！々
聴覚障がい者との交流を楽しみながら活動する、
小学生も多い手話サークル。上級者も続 ！々
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春の星空観測から冬の渡り鳥観察まで自由な発想の活動を展開

星

「酸性・アルカリ性ってなに？」

里山がある、海がある、遺跡がある！
ふるさと・東海村の自然や歴史、
いろんなことを知りたい、調べてみたい！

里山がある、海がある、遺跡がある！
ふるさと・東海村の自然や歴史、
いろんなことを知りたい、調べてみたい！

ニ
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団体の課題（３つ選択）

●全国のリーダーの皆さん、子どもたちの笑顔やチャレンジする姿がたくさん詰まった活
動報告書、ありがとうございました。「元気っこFORUM」もスタートして18年目、この誌
面に登場してもらった人数は数え切れないほどです。また、創刊当時の子どもたちが、今
では、ご自分のお子さんや地域の子どもたちを見守る立場になっている頃でしょう。
FORUM（広場）と銘打ったように、ここは意見を交換しあったり、活動を応援しあう場。こ
れからも、たくさんの人が集える広場として、応援してまいります。

●ニッセイ財団は、1979年の設立からこれまでの３9年間で、全国の１万4千
を超える団体に総額83億円の助成を実施してまいりました。これまでの皆
様のご支援に心より感謝いたします。これからも、ささやかではありますが、
人間性・文化性あふれる真に豊かな社会づくりの一助となる活動を続けて
まいりたいと考えております。

リーダーの皆さんから送っていただいた活動報告書。先輩方から受け継ぎ、つないでいく上での悩み、新たな活動を起こし手応えと広がりを感じている喜び。
例年見られる普遍的なものも多くありますが、今を活かした新しいアイデアも寄せられています。きっと、今後の活動に役立つノウハウもあることでしょう。

取り組む意欲を高めてくれる
電子機器を効果的に活用しています。
知的障がい児を対象とし、一人ひとりに合ったきめこま
やかな療育を行っています。机上学習に取り組む際、苦
手意識の出やすい利用者に対して、興味関心が強い電
子機器を文字の書きとりや工作活動に活用すること
で、意欲的に取り組むことができると期待しています。
また、周囲の音が過敏に聞こえたり、聴覚的情報を受け
取ることが難しい利用者のために、電子機器を活用し、
利用者の特性や困難を補うことができます。このように
電子機器を使用することでより充実した活動となり、利
用者の成長につながります。一方で利用者が他の物事
に取り組みにくくなることが課題となります。
（東京都　特定非営利活動法人ふみ月の会）

太鼓の技を高めるだけでなく
思いやりの心、信頼感も築いていってほしい。
能登全域には2人1組で太鼓の技や技量を競い合う大会
がありますが、そこの最高位を獲得することが、能登の太
鼓打ちの憧れとなっています。最高位になるには人間性も
問われ、心・技・体が備わり、なおかつ2人の信頼感・思い
やり等も必要となります。最高位になれるのはほんの一握
りですが、最高位になることばかりにとらわれず、思いやり
などの心があたたかく、心の強い子に育って欲しいと思い
指導しております。また能登の太鼓は祭りとセットになって
おります。しかし過疎が進み、神輿の担ぎ手、祭りの担い
手、祭唄の担い手の減少で、開催が危ぶまれており、私た
ちの地元の冨木八朔祭礼も例外ではありません。能登自
慢の伝統である祭と太鼓を伝承し、担い手となるような人
材を育てていきたいと思っております。
（石川県　冨木神幸太鼓 煌）

「安心安全な時間」を過ごしながら、
自立に必要な生活スキルを身につけてほしい。
新たに設立した「生活支援」のための活動拠点では、子ど
もたちがボランティアの大学生・社会人と一緒に手づくり
の夕食を作り、食卓を囲み、楽しい食事の時間と余暇活
動を通して「安心・安全な夜の時間」を過ごすことができ
ています。また夏休み等にイベントを開催し、社会生活体
験を重ね、自立に必要な生活スキルの習得ができてきて
います。保護者・家族に対しては、スタッフが子どもの送
迎を行う時の関わりや保護者からの相談があった時に電
話や家庭訪問を行う等、日常的な関わりを大切にする中
で対応・支援を行っています。夏休み前には父親の失業に
より食料もなくなった5人家族について、学校からの緊急
相談を受け、食料の提供をはじめ、子どもたちを「生活支
援」に特例措置として緊急に繋げ、家族全体への支援を
行ってきています。
（静岡県　子どもと家族の相談室 寺子屋お～ぷん・どあ）

子どもたちの五感を刺激してくれる
遊びを取り入れています。
遊具を新たに購入することができたため、子どもたちが
体全体を使って遊ぶことができるようになりました。今
後はさらに遊具で遊ばせるだけでなく遊具を使って
サーキットトレーニングをすることや手先を使った遊び
なども充実させていきたいです。またスポンジやスライ
ム、トランポリン、回転遊具など五感に訴えかけるよう
な遊びなども入れていくことで子どもの発達を促進さ
せていきたいと考えています。また保護者に対してペア
レントトレーニングを実施し、子どもとの関わり方や障
がいの知識を提供する機会を作る予定です。そして施
設全体として地域交流を活発にし、子どもたちへの支
援の幅を広げていくことで、保護者と子どもたちの
QOL（Quality of life、生活の質）の向上を目指してい
きます。
（徳島県　とくしま発達支援センターれもんキッズ藍住）

まずは気軽に体験してもらう。
子どもが頑張れば、親も頑張る。
団員募集のチラシを貼ったり、学校で配ったりしました
が、なかなか効果が出ず悩んでいました。そこで今年は

少子化の影響は大きいけれど、子どもたちが
友だちを誘える体制を作っています。
一時期は40人を超える部員が在籍していたが、現在は
10人台で推移しています。要因は地域の子どもの減少、
小学校統合による子どもの帰宅時間の遅れ、指導者の
年齢が高くなり、小学校保護者と接する機会が少なく
なったことなどと思われます。対策として学校への部員
募集のチラシ配布、剣道見学会の開催、剣道体験教室の
開催、家庭の負担を減らすための剣道具の貸出し等を
行っています。子どもが子どもを呼んでくることから、楽
しくないところには子どもは来ないので、元気で楽しいス
ポーツ少年団をめざして活動しています。
（高知県　土佐町スポーツ少年団）

活動を認知してもらうために、ネットやSNSから
の情報発信にもチャレンジしています。
フリースクールには公的助成がなく、運営費は保護者から
集める授業料に委ねられております。盛岡ユースセンター
でもホームページやSNS上での寄付募集などを行ってお
りますが、寄付募集に関する知識やノウハウが不十分なた
め、なかなか進むことができずにいます。今年からは必要
なもの・ほしいものをピンポイントで発信し、寄付していた
だくことも何件かありましたが、まだまだ認知はされておら
ず難しい状況にあります。今後は生徒の入会での収入を
増やすことはもちろん、様々な形での寄付を募り、いろい
ろな活動の実施のための財源確保をしていきたいと思っ
ています。
（岩手県　盛岡ユースセンター）

たくさんの人に支えられていることを実感し
仲間意識が芽生えていってほしい。
保護者会活動をできるだけ多くの親子に知ってもらい、参
加してもらいたいと思っています。そして支援センターを
利用する誰もが楽しめる活動を目指しています。当方の保
護者会いちごサークルは「一度でも支援センターを訪れた
親子は、皆いちごサークルの仲間」と位置づけし活動して
いますが、周囲にその思いが浸透していません。保護者会
のメンバーだけでは場所や時間、人的資源の確保等に限
界があるため、支援センターの職員の方々、また地域の
方々の協力を得て活動を進めていくことが必要だと感じ
ています。たくさんの人々の力を借りて支えてもらって活
動していることを誰もが実感できると、自然と仲間意識が
芽生え、活動の幅も広がり、より充実したものになること
で、誰もが保護者会活動に親しんでもらえるようになるこ
とを願っています。
（高知県　いの町地域子育て支援センターぐりぐらひろば 
保護者会いちごサークル）

［ 編集・発行 ］
公益財団法人日本生命財団

［ 制　  　作 ］
株式会社オレンジ

［ 印　  　刷 ］
岡村印刷工業株式会社

聞かせてください！活動の課題活動の課題 対応策対応策

コミュニケーション能力の大切さ、
チームワークの重要性も伝えています。
当クラブでは、スポーツの技術の向上も大事ですが、それ
にも増して挨拶や礼儀作法、人づきあいができることなど、
コミュニケーション能力の向上を大事にしています。日頃
の活動から「挨拶をする」「人前で話す」などを実践させな
がら、スポーツを通して、周囲を生かし生かされるチーム
ワークの重要性を感じ、また瞬時の判断力・対応力を磨く
ことで、人間形成、人格形成に取り組み、これからの社会を
生き抜く力を子どもたちに身につけさせていきたいと考え
ています。
（宮城県　遠刈田スポーツクラブ）

教えてください！

活動の様子・感想

課題と対応策

こちら
編集室
こちら
編集室

編集
後記

「体験会」という日を設け、子どもたちから直接体験会
のチラシを渡してもらったところ、14人の子どもが参
加、そのうち2人入団し、他の子も引き続き体験に来て
くれています。スポーツ少年団は親が大変というイメー
ジがありますが、あえて「大変ではない」とは伝えず「大
変だけど子どものがんばりを見ていたら親もがんばれ
る」と伝えます。そうすることで保護者も積極的に参加
してくれるようになりました。
（宮崎県　木花パワーズ スポーツ少年団）

タ ）

津久見扇子踊り保存会（大分県）

フィギャーノート普及会ＨａｐｐｙＭｕｓｅ（東京都）

その他 
22（4.7%）

プログラムづくり
22（4.7%）

活動場所確保
27（5.7%）

リーダーの確保・育成
110（23.3%）

参加者募集・人数変化
147（31.2%）

情報発信
48（10.2%）

保護者との
関わり方
38（8.1%）

安全の確保
18（3.8%）

地域との
関わり方
39（8.3%）

フフ ギフィギャーノート普及会ＨａｐｐｙＭｕｓｅ（東京都）

と　ぎ　 み　ゆき だい こ 　きらら

とお  がった




