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できるときに・できることを・できる限り！
久留米市子ども会連合会　会長　大久保 康博　

　単位子ども会並びに校区子ども会連合会の保護者・指導者・育成者の皆さまには、

日頃より久留米市子ども会連合会の事業に対し、ご支援・ご協力をいただき感謝申

し上げます。

　皆さまにはコロナウィルスに対する配慮が欠かせない日々が続く中で、子ども達

のためにご苦労されながら事業を実施されていることを聞き及んでおります。

校区や単位子ども会で実施されました「宿泊体験合宿」、連合会が実施しました「体

験学習会（日帰り）」の様子を２〜４頁に紹介しております。今後の企画のご参考に

なれば幸いです。

　連合会では「with コロナ社会での感染防止対策」と『子ども達の体験活動の機会の

保障』の両立を目指し、できるときに・できることを・できる限り実施して参ります。

　どうぞ、活動へのご理解とご協力をお願い致します。

「今しかできない経験を、子ども達に ! ! 」

　久留米市子ども会連合会では、学校では得られない体験ができるように、様々な活動を行っています。久留米市

と姉妹都市である郡山市の子ども会との親善交流や、学校の垣根を越えその日初めて出会った子ども達同士で班活

動を行う体験学習会を実施しています。

コロナ禍の今、福岡県内での日帰り体験学習会など少しでも子ども達の成長へ繋げられるような事業を展開してお

ります。

　募集は小学校高学年を対象にしており、過去に参加した小学生には、中学生になりジュニアリーダーとして活躍

している子どももおります。

　子どもたちは小さな出来事や発見で成長できます。久留米市子ども会連合会では『久留米市・郡山市青少年親善交

流事業』や『体験学習会』など、今しかできない経験の機会を用意しております。ぜひとも、ご参加ください。

日帰り体験学習会　〜平尾台に行ってきました〜

　令和３年11月28日(日)に日帰りで平尾台へ行ってきました。約１時間半バスに揺られて平尾台自然の郷へ到着し、

カルスト台地の自然体験をしました。

　班のメンバーと顔合わせして時間も経っていない中での平尾台自然の郷の散策だったため、班に溶け込めず、班

のメンバーと距離をとって歩く姿も見受けられましたが、ジュニアリーダーのお兄さんやお姉さんが子どもたちに

話しかけたりゲームを行ったりしていくうちに、徐々に距離が縮まり、散策が終わるころには各班からたくさんの

笑い声が聞こえてきました。午後からは平尾台自然観策センターの見学と牡鹿鍾乳洞の探検を２つのグループに分

かれて行いました。平尾台自然観察センターでは，カルスト地形や豊かな動植物の営みをたくさん見ることができ、

映像や模型で自然の尊さを肌に感じながら学ぶことができました。牡鹿鍾乳洞に行ってみると、衝撃の連続！『恐

竜の落とし穴』とも言われる牡鹿鍾乳洞の入り口は世界的にも珍しい30ｍの垂直洞でした。急な鉄階段をしっか

りつかまりながら降りて鍾乳洞の探検をしました。鍾乳洞の中では、長い年月をかけてできた洞窟に感動する子ど

もたち、集合する黒い生き物にびっくりする姿も…。なんと、たくさんの小さなコウモリが天井からぶら下がって

いました｡

　コロナ禍で久しぶりの活動でしたが、子どもたちが

楽しく活動する姿を見ることができました。

『ジュニア・リーダーの活動』について

　今年度は10名のジュニア・リーダーが頑張ってくれています。毎月１回の定例

会では「ジュニア・リーダーとは何か」「レクリエーションについて」などを学

んでいます。

　11月14日は山本校区育成会の依頼を受け『お楽しみ会』を支援しました。この

日のために前年度のお楽しみ会を振り返り、参加してくれる子ども達が楽しんで

くれるように内容を考え、準備を行いました。お楽しみ会には22名の子ども達が

参加してくれました。ジュニア・リーダーによる新聞紙渡しや進化じゃんけんな

どのレクリエーション、お手玉投げや魚つりゲーム

などのチャレンジ・ランキング・ゲームは大成功。

最後は、ビンゴ大会で盛り上がりました。

　コロナの影響で活動機会が少なくなっていますが、

活動のたびに成長しているジュニア・リーダー達で

す。
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実施予定！
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助成金事業とは

地域のコミュニティセンターや公共の施設等を利用して実施する2泊3日以上の通学合宿や、1泊2日でキャンプ・野外炊飯など

を取り入れた生活体験合宿に助成金を交付するものです。

令和２年度は、新型コロナウィルス感染症の影響で「校区・単位子ども会助成金事業」の実施をしませんでした。本年度は、通学

合宿の募集は行なわず、1泊2日の生活体験合宿のみ募集をしました。5団体の応募をいただき、3団体が工夫を凝らして実施し

ましたので、紹介します。次年度の活動の参考にしてください。

① 助成額・募集子ども会数

② 対象とする事業

校区子ども会または単位子ども会で企画した宿泊体験合宿

③ 参加条件

・令和４年３月１日までに事業を実施・報告すること。

・事業計画の中に、自炊体験などの生活体験を取り入れること。

・小学生、中学生、幼児で10名以上が参加すること。

　山本校区西泉子ども会　宿泊体験合宿

■ 実施期間／令和３年7月31日(土)〜 ８月１日(日) 
■ 宿泊施設／「西泉公民館」
■ 参加人数／幼児 7人：小学生 12人：中学生 3人：大人 18人　合計 40人 
■ 参 加 費／なし

　2021年7月31日（土）〜８月1日（日）の2日間、山本校区西泉子ども会
では大人を含めた40名が参加し、宿泊体験合宿を行いました。
　事前に体調管理表を提出してもらい、食事の回数は夕食の野外炊飯
だけとし、自宅で入浴することにしました。制限のある中での生活体
験合宿でしたが、遊具塗装など家庭ではできない体験ができ、楽しい
思い出となりました。

「令和３年度　校区・単位子ども会助成金事業」について

宿泊体験合宿事業を実施した子ども会の活動内容の紹介

 日 時間 場 所 ・ 内 容
 31日 14：00 集合
  14：30 川遊び
  15：30 遊具塗装
  16：30 水玉風船・レクリエーション
  17：00 入浴のため帰宅
  18：00 集合
  18：10 夕食準備・夕食
  19：00 たき火
  19：30 花火　サイコロゲーム
  21：00 就寝準備
  21：30 就寝
 １日  6：30 起床
   7：30 ラジオ体操　掃除　片付け
   7：00 解散

 日 時間 場 所 ・ 内 容
 31日 10：00 集合・公民館掃除・オリエンテーション
  10：30 高良山登山
  12：00 高良大社　境内にて昼食
  13：00 高良山下山
  14：00 入浴　久留米温泉
  17：00 公民館到着
  17：30 夕食・花火
  21：00 就寝
 １日 6：00 起床
  6：30 ラジオ体操　陸上教室
  7：30 出汁とり教室　朝食作り
  9：30 片付け
  10：30 終わりの会　解散

　高良内校区若杉子ども会　宿泊体験合宿

■ 実施期間／令和３年7月31日(土)～ ８月１日(日)  
■ 宿泊施設／「高良内校区第７町内公民館」
■ 参加人数／幼児 2人：小学生 11人：中学生 4人：大人 9人　合計 26人  
■ 参 加 費／なし

　８月３日からの予定でしたが、まん延防止等重点措置が８月２日に
発令となり、急遽、７月31日からに日程を変更しました。　感染防止
対策として、10日前から体温の記録と、こまめな手洗い・消毒を実施
しました。活動していく中で、子ども達は自発的に参加するようにな
りスケジュールが予定より早く進行するなど、子ども達の成長を実感
することができました。ここ数年、　会員数の減少により活動の機会
が少なくなり、更にコロナ禍で活動の判断が難しい状況でしたが、子
ども会ならではの体験ができ、次に繋ぐことができました。宿泊体験
をすることができてとても良かったです。

 日 時間 場 所 ・ 内 容
 31日 9：00 集合・宿泊体験説明会
  9：30 買い出し（保護者）
  9：30 みこし組立て（参加者）
  11：00 解散　※各自、自宅で昼食
  13：00 集合　ボーリング大会
  16：00 夕食準備
  17：00 夕食
  18：30 片付け
  19：00 花火
  20：00 解散　各自、自宅で入浴
  21：00 集合　レクリエーション
  22：00 就寝　※希望者のみ公民館に宿泊
 １日 6：15 起床
  6：30 ラジオ体操
  7：00 解散　※各自、自宅で朝食
  8：00 集合　みこし準備
  9：00 子どもみこし開始
  11：00 片付け
  11：30 解散

　鳥飼校区新茶屋子ども会　宿泊体験合宿

■ 実施期間／令和３年7月31日(土)～ ８月１日(日)   
■ 宿泊施設／「新茶屋公民館 」
■ 参加人数／幼児 5人：小学生 17人：大人 10人　合計 32人  
■ 参 加 費／なし

　2021年7月31日（土）～８月1日（日）の2日間、鳥飼校区新茶屋子ども
会では大人を含めた32名が参加し、宿泊体験合宿を行いました。
　以前は、参加者全員で食事や宿泊をしていましたが、今回は、新型
コロナウィルス感染防止対策として、食事は夕食のみ、宿泊は希望者
としました。判断が難しい状況での活動でしたが、子ども達の笑顔を
見ることができ、宿泊体験が出来きて良かったです。

 生活体験合宿 助　成　金 募集子ども会数

 １泊２日 ３万円 15子ども会程度

 １泊２日
 （小学生30名以上参加）

 ５万円 ７子ども会程度

 生活体験合宿 助 成 金  実 施 数

 小学生
 10名〜29名

 
３万円 11子ども会

 小学生
 30名以上

 
５万円 ６子ども会

 通 学 合 宿  助 成 金  実 施 数

 ２泊３日 ４万円 ２子ども会

 ３泊４日 ６万円 ３子ども会

令和元年度　実績


