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一般社団法人兵庫県子ども会連合会わかば賞表彰規程

平成24年４月１日制定
（個人表彰）
第１条　わかば賞は、次の各項に該当する者で市・町子ども会連合組織の代表者より申請のあった者で、
一般社団法人兵庫県子ども会連合会理事長の承認した者に対して表彰する。
　　(1)　一般社団法人兵庫県子ども会連合会表彰規程に該当しない子ども会指導者・育成者でその功績が

顕著な者。
　　(2)　子ども会リーダーとして日頃より優れた活動をしている者。

（団体表彰）
第２条　わかば賞は、第1条の個人表彰以外に育成賞と大樹の賞をもうける。
　　(1)　育成賞　育成者組織・指導者組織で兵庫県子ども会連合会表彰規程に該当しない組織で優れた活

動をしている者。
　　(2)　大樹の賞　単位子ども会で兵庫県子ども会連合会表彰規程に該当しない子ども会で優れた活動を

している者。

（表彰の場）
第３条　表彰は、各ブロック・市・町子ども会連合組織の事業の場で行う。

（附　　則）
第４条　この規程は平成24年４月１日より施行する。

皆　木　有　紀

岡　本　こずえ

藤　木　　　彩

朝　山　清　美

田　口　華　子

瀧　口　　　梢

溝　口　寛　江笠　原　咲　来

荒　木　誠二郎

中　山　美沙樹

寺　尾　　　哲

三　波　和　代

伊丹市
子ども会連絡協議会

西宮市
子ども会協議会

尼崎市
子ども会連絡協議会

令和３年度  わかば賞受賞者一覧

「わかば賞」の表彰

令和３年４月～６月において、

次の皆さんが「わかば賞」の

個人表彰を受賞されました。
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　令和２年度は、県内８ブロックの51団体が助成決定

を受けましたが、新型コロナ感染症の感染防止の観点

から、開催中止を始め、開催時期の変更、規模の縮小を

せざるを得ない取り組みがありました。

子どもの手による子ども会づくり

　その様な状況の中で取り組みがあった活動におい

て、参加された子ども達172名から回答がありました。

集計結果は次のとおりとなりました。

　回答いただきました皆さんありがとうございました。

《子どもの手による子ども会づくり》に取り組んでみて

アンケート集計結果（子ども用）

令和２年度
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子どもの手による子ども会づくり

［ 明石市 ］  中崎っこ子ども会

コロナ禍でいろいろなことが制限される中、子どもたちには「どんな時
でも楽しめる方法はある」と伝えながら、準備や片付けも子ども主体
で取り組んだ。自分だけではなく、お友だちも楽しめるようにと考える
姿に、子どもたちの成長を感じることができた。当日は子どもたちの明
るい笑顔があふれ、アンケートでもゲームやネットよりも楽しかった！今
後もこの活動に取り組みたい、と嬉しい声が寄せられた。

「ハロウィン」 （お化け屋敷）「ハロウィン」 （お化け屋敷）
東播磨ブロック

［ 稲美町 ］  岡西子ども会

企画の段階から、「みんなが楽しむためにはどうすればいいか」と子
どもたちの活発な意見交換が行われた。当日は、話し合って決めた
ゲームなどが、コロナの第3波猛威の中実施できずとても残念だった
が、サンタクロースに扮した子どもたちが、自ら司会進行を盛り上げ、
楽しそうな笑顔があふれていた。コロナ感染対策は大変だったが、子
どもたちの自主性を信じての開催は、成長を感じることができた。

「クリスマス会」 「クリスマス会」 
東播磨ブロック

［ 明石市 ］  太寺１丁目子ども会

子どもたちが、事前の話し合いでしっかりと自分の意見を発言した
り、協力して役割分担をし、声を掛け合って自ら動く姿に、「自分た
ちで会を作る」という自覚と責任が感じられた。密を避けるために、
学年ごとに時間差で来場、順次ゲーム形式でプレゼントを渡すと
いう流れで、進行を工夫した。コロナの影響により全く行事が実施
できなかったので、子どもたちの喜ぶ笑顔が見られてよかった。

「クリスマス会」 「お楽しみ会」「クリスマス会」 「お楽しみ会」
東播磨ブロック

「楽しむ」を目的に計画を立てる。
子ども

子どもたちへの助言、補助
大  人

企画会議の進行と内容の決定・当日抽選会の進行、
サンタクロースの衣装を着て会場を盛り上げる

子ども
企画会議の準備（アンケート実施など）、
景品・お菓子の買い出し

大  人

内容の計画、会場準備、
ゲームの進行、全体司会

子ども
プレゼント購入、感染対策、
子どもたちのサポート

大  人
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［ 洲本市 ］  炬口子ども会

大人が声をかけなくても、子どもたちで楽しめる遊びを考え出
し、役割分担をして進めるなど、率先して動いていた。また、学
年を越えて仲良く交流できたことも、大きな成長だと感じた。
クリスマス会にもかかわらず、コロナ禍のためにケーキを食べる
計画をあきらめることになり残念だったが、ビンゴゲームでみん
なで盛り上がることができ、楽しそうな声がとても印象的だった。

「クリスマス会」 「クリスマス会」 
淡路ブロック

淡路ブロック

淡路ブロック

［ 南あわじ市 ］  上幡多子ども会

上級生が下級生の面倒をよくみてくれ、子どもたちの自主性
が感じられた。地域の「農地水環境保全推進委員会」にご
協力いただき、自然観察に取り組んだり、ビンゴゲームやスイ
カ割りで楽しんでいた。コロナの感染対策と共に、熱中症にも
配慮が必要で大変だったが、子どもたちからは「楽しかった」
と感想が寄せられ、無事に開催することができてよかった。

「夏のキャンプ」 「夏のキャンプ」 

［ 淡路市 ］  南ノ町子ども会

準備段階では、年上の子どもたちが下の子にちゃんと説明ができ、縦割りの
関係づくりに成長が見受けられた。コロナの感染対策を徹底して開催を検
討、子どもたちも楽しみしていたが、急遽オンラインに切り替えることとなった。
苦渋の選択とはいえ、大人が適切な状況判断をし安全に開催することができ
た。画面上ではあったが、複数の家族が一緒に楽しみ、子どもたちも嬉しそう
に友だちと会話しており、つながること・コミュニティの大切さを改めて感じた。

「BBQ大会」「BBQ大会」

準備、後片付け、そうじ、ゲームの進行
子ども

買い出し、会場手配
大  人

企画会議、司会進行、活動運営
子ども

写真撮影、材料用意
大  人

連絡係
子ども

安全指導
大  人

令和２年度 活動報告レポート②
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兵庫県子ども会

兵庫県子ども会

育成者大会

オセロ大会

※令和３年度兵庫県子ども会育成者大会を次のとおり予定しています。

※令和３年度兵庫県子ども会オセロ大会を次のとおり予定しています。

令和３年11月13日（土）
神戸クリスタルホール（神戸クリスタルタワー内）
神戸市中央区東川崎町１-１-３

パネルディスカッションの一コマ 表彰されたみなさん

対戦の様子 入賞されたみなさん

※前回（令和２年度
）の風景

※前回（令和元年度
）の風景

期　日

会　場

令和３年12月12日（日）
神戸クリスタルホール（神戸クリスタルタワー内）
神戸市中央区東川崎町１-１-３

期　日

会　場
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※県子連では、兵庫県青少年本部が実施する
　令和３年度「ひょうごっ子・ふるさと塾助成事業」の採択を受けています。

“けん玉”で、
ふるさとへの
感性を磨こう！

※県子連では、令和３年度「ひょうご安全の日推進事業助成金」の採択を受けています。

実施時期

実施場所

参加対象

令和４年２月末までの間
兵庫県内５カ所程度（現在、調整中）
県内の子ども会会員及び地域住民の方

実施時期

実施場所

参加対象

令和４年２月末までの間
神戸市内（現在、調整中）
兵庫県内の小学生

※詳細については、決定次第、県子連ホームページ等にてお知らせいたします。

※詳細については、決定次第、県子連ホームページ等にて
　お知らせいたします。

「ひょうご安全の日補助金」 事業

「ひょうごっ子・ふるさと塾助成」 事業

日本の伝統の遊び“けん玉”を通して世代間・地域間の交流を
促進し、さらに、ふるさと感覚を醸成することにより、ふるさと
への感性を磨き、日々の生活に目を向けるきっかけとすること
を目的に次のとおり取り組みを予定しています。

を活用し、
各種講習会等を次のとおり予定しています。
「子ども会でまなぼうさい活動BOOK」

防災・減災ワークショップ
地域の子ども会育成者が、地域の子ども達に、備えの大切さを伝えるために、
何ができるかを考える。

防災キャンプ
子ども会指導者や子どもたちが、被災時の状況を想定した生活（料理や洗濯等）を
体験し、被災時を乗り切るのに役立つスキルやマインドを養う。

まちの再発見！防災まちあるき
地域の大人や子どもたちが、防災・減災の視点で自分たちが住むまちを見て歩き、
災害に強いまちやそこでの暮らし方を住民の視点で考える。

1
2
3

日本の伝統の遊び

防災活動ハンドブック
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時　間
場　所
受　付
参加費

10:00～13:00　雨天中止
森の文化館　多目的ホール
9:30 
300円

時　間
場　所
受　付
材料費
持ち物

10:00～12:30　雨天中止
森の研修館前　車庫倉庫
9:30
500円
エプロン、ゴム手袋 

竹で、昔ながらの簡易虫とり（虫吹き）を
作り「鳴く虫」の採集に出よう！採集した
昆虫は蚊帳の中に放って、習性を観察し
ます。観察がすんだら自然に返してやり
ましょう。

兵庫県立三木山森林公園
TEL. 0794-83-6100
https://mikiyama.net

あんな虫、こんな虫  Part-２

秋の恵みで草木染め

予約
必要

予約
必要

初心者歓迎！三木山森林公園で採れる秋
の恵みを使って染めてみませんか？どんな
色に染まるのか、オンリーワンを作って、使
う、身に着ける楽しみを味わいましょう！

9/19
（日）

10/3
（日）

販売時間 料　金10:00～16:00いずれも 300円

Summer
（土）～7/17 （火）8/31

ハロウィンVer.
（土）～9/11 （日）11/ 7宝探しゲーム2021

今日からきみもハーブレンジャー！
秘密のハーブ園パーティーへの招待状

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ
TEL. 078-271-1160
https://www.kobeherb.com

定員 ６組
対象 子供を含む家族

定員 ６組

マップを元に“ハーブの女神様”が待つ
パーティー会場（秘密のお庭）を探しに出発！
ハーブ園の中に隠れている４人のハーブレンジャーに会って
キーワードを集めて、パーティー会場にたどり着くと…
女神様が「ひみつのあいことば」とプレゼントを用意して待っています。

スタンプラリー付き

お問い合わせ

お問い合わせ

子どもeye
　昨年の夏休み、「来年は旅行に行こうね！」と子ども
に言い聞かせ、暑い夏を乗り越えたパパ・ママも多い
はず。よもや一年後、未だコロナが収束していないとは、
誰も考えていなかったのではないでしょうか。長く続く
マスク生活で、子どもたちの歯周病が増えているとか。

経済の停滞ばかり叫ばれていますが、一番被害を被っ
ているのは子どもたちだと感じます。それをしっかりと
受け止め、子どものために・子どもとともに、子ども
会活動を支えてくださる皆様に感謝しながら、「育成会
ノート vol.107」をお届けします。

さがそう さわろう しらべよう

イベント情報イベント情報親子で楽しむ親子で楽しむひょうごの

自然を満喫！

定
員
工作室A 54名
工作室B 36名

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、定員を半数としております。

木工クラフト体験 予約
優先

専門スタッフが常駐するクラフト館の「工作
室」では、多数の工作台と、本格的な木工工
具や木工機械をご利用いただけます。
必要な木工パーツが含まれるクラフトメ
ニューも多数あり、滞在時間や年齢に合わ
せてお選びいただけます。

開館時間
工作受付
休 館 日

9:00～17:00（工作室）
16:00まで（12:00～13:00は昼休み）
毎週月曜日(当日が休日である場合は直近の平日)

ウッドクラフト作品の全国公募展。
全応募作品を展示します。
場　所

時　間
丹波年輪の里　木の館ホールにて

9:00～17:00（最終日15時まで）

兵庫県立丹波年輪の里
TEL. 0795-73-0725
https://tamba.nenrin.org

第33回 丹波の森ウッドクラフト展
（木のおもちゃ大賞展）展示会

（土）～10/16 （日）31
ジュニアの部一般の部

（土）～9/11 （日）26

お問い合わせ 木工クラフト
体 験 施 設
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