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２０２１子ども会リーダー研修会が令和３年１１月２７日（土）
県立歴史館・青少年会館で開催されました。
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〓役員挨拶〓
コロナ禍の中、よその子ども会はどんな活動をしているのだろうか。

そして自分たちはどんな活動ができるだろうか。多くの子どもたち、親

御さんは悩んでいるのではないでしょうか。

新型コロナウィルス感染防止から、対面での活動が出来なくなり非常

事態宣言及び緊急事態宣言等で行動の制限が子ども会活動をなお一層困

難にしているのが現状です。

とはいえ、現状に甘えて何もしないで良いのかとは疑問が残ります。子

ども会は日々成長しております。子どもは何のために生きてきたのか子

どもは子どもの時代を楽しく生きるために生きていることを確認したい

と思っています。

そのような中、子ども会のメリットは子ども会に参加することによっ

て、どんな人が地域に住んでいるのか、お互いの顔が見える間柄になり

ます。そして、子どもたちの登下校や近所で遊んでいる様子を地域全体

で見守ることで、犯罪防止はもちろんのこと、万が一の災害時には、無事の確認が取れやすいなど、セーフティ

ネットの役目も担えます。

子ども会活動は、基本的には子どもたちのなかで年長者が年少の子どもをサポートするスタイルが主流です。

例えば、子ども会において年下の子どもたちがゲームを巡りけんかをした場合、仲裁に入るのは年上の子どもた

ち。親や地域の育成者はその様子を見守り、ときには間に入ることも必要ですが、子ども達のことは子ども達で

解決できるように促すのが役目です。

特に、最近は少子化の影響もあって兄弟のいない子ども会が多く、年齢の異なる子どもと交わり遊ぶ機会が失

われつつある中で、子ども達にとってもこうした経験が人間関係などにおけるトラブル発生時の問題解決能力を

鍛えていくことにもつながるのではないでしょうか？

また、子ども会の活動は、同時に地域の行事と併せて行う場合もあり、多くの年代の住民が関わる地域コミュ

ニティの一つともいえます。隣の人が誰かも分からないという現状において、子ども同士のみならず、多様な年

齢、多様な立場の人との関わりを通し、コミュニケーションを積み重ねて得られる人間関係、信頼関係を築いて

いくといったこれから先を生きる子どもにとって大切な経験ができる環境と言えます。

まだまだ先が見えないコロナ禍の中であって時代に合った子ども会をこの機会に再確認して頂ければと思いま

す。

〓役員挨拶〓
今 子ども会は地域によって活発に活動している所とコロナ禍による

活動の縮小のみならず、少子化問題委や保護者の都合により、単位子ど

も会の減少 加入児童生徒減少が多く見られています。

地域の子ども達は地域で育てる。保護者のみならず、地域の大人全体

が多くの可能性を持つ子ども達の、心豊かな人づくりの協力して、未来

ある健全な青少年を育成し、活気あふれる社会を目指しましょう。

社会環境、自然環境が大きく変化する中、子ども会は時代に即した活

動を模索し子ども達のコミュニケーション能力を引き出し、自立心、主

体性、協調性、責任感、想像力、チャレンジ精神、そして何より異なる

他者と協働する力を育てる為に多くの活動と体験から、新しい発見を通

して、心豊かな人づくりが出来る様活動しています。

大人の勝手な都合で単位子ども会や子ども会活動を無くさないで下さ

い。役員の任期は１～２年だと思います。いやいややっても楽しくやっ

ても同じ任期ならば楽しんでやれるよう工夫して役員を引き受けてくだ

さい。そして必ず次の世代の人達に引き継いでください。継続は力なりです。

子ども達は身体も心も大人の気づかない所で日々成長しています。

未来ある子ども達に皆さんご協力をお願いいたします。

茨城県子ども会育成連合会

理事長 町 田 満

茨城県子ども会育成連合会

副理事長 坂 田 正 明
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〓犯罪被害者支援講演会を聴講して〓
犯罪被害者と隣人と題し、毎日新聞社記者 川名壮志氏の講演が公益

社団法人いばらき被害者支援センター主催にて行われた。講師の川名さ
んは、昭和５０（１９７５）年長野県生まれ、平成１３（２００１）年早稲田大学卒
業後毎日新聞社入社。
平成１６（２００４）年６月１日に所在地となった長崎県佐世保支局管内で

「佐世保小６女児同級生殺害事件」が発生。被害者少女の父親は直属の
上司で、毎日新聞佐世保支局長だった。
６月１日午後１時頃１本の電話から事件を知る。「里美が死んだ」学
校給食の時間カッターナイフで同級性を切り死なせたとのこと。加害者
の女児は同級性の中でも目立たない感じだった。加害者と被害者家族は
互いに面識があった。加害者と刑罰の対象にならず児童自立支援セン
ターへ送致された。友人関係からなのか？自分の存在を示めしたかった
のか？原因はわかっていない。推測の域も出ないが社会の被害者だから、
加害者になってしまったのかと思われるとのこと。
里美ちゃんの死を無駄にしないためにもきちんと記事を書くことを心

がけ関係者への取材に奔走したが、事件は６年がたった今でも、堂々巡りで解決していない。
父親は、写真から幸せな思い出をたくさん貰った。最近ベランダに鳥が来ると娘が姿を変えて来てくれたのか

と感じていると話していた。
振りかえってみると事件の背景から、「コミュニケーション力」がいかに大事かその必要性を強く感じました。
子ども会活動におきましても、体験活動などを通して地域の未来を担う子ども達を健やかに育んでまいりたい

と思います。

＝子ども会、今出来ることを＝
今までの様々な活動が、コロナの影響で一変してしまった。特に「密
を避ける」。
これで子ども会活動は勿論、学校生活、社会生活が停止してしまった。
先が見えない中、医療従事者、関係者の尽力により、感染拡大を食い止
める手立てが少しずつ見えてきた。
ワクチン、手洗い、マスク、発熱者の検査が感染予防効果に大いに役

立つとのこと。
これからのことを踏まえて、子ども会は本来の活動、すなわち単位子

ども会で行う自主的な活動、「少人数で小規模な活動」が基本となる。
例えば、空き缶や古新聞などの資源回収、活動場所の公園などの清掃、
ラジオ体操など屋外での体育的活動、通学路の安全確認など普段やって
いない危険予知訓練、近くの里山ハイキング、小川での魚釣り、できる
ことをやってみる。このとき育成者も、安全な活動になるよう子どもた
ちと一緒に考えて計画を立てる。無理なく。少しずつ。

令和３年５月２１日（金）
茨城県立青少年会館で市町村の代表者出席の３１名。
コロナ感染症対策を取り開催されました
総会の始めには、多年にわたりご尽力いただいた市町村子の会長に感謝
状が授与されました。

令和３年度 一般社団法人
茨城県子ども会育成連合会総会

茨城県子ども会育成連合会

副理事長 杉 山 重 雄

茨城県子ども会育成連合会

副理事長 太 田 耕 一
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こくみん共済より、一千本の横断旗を寄贈していただき、総会時に各市町村に配布しました。また、コ

ロナ感染がなかなか治まらず、子ども会も感染対策をし、密を避けながらの活動のため、茨城県子ども会

育成連合会からもマスクを配布させていただきました。

コロナ禍の中、活動が制限されていますが、全国子ども会連合会のホームページに新型コロナウイルス

感染拡大予防ガイドラインを参考にしてください。

令和３年６月６日（日）茨城県立青少年会館で市町村の子ども会

育成者・指導者対象の安全啓発指導者養成講習会（初級）が開催さ

れました。コロナ禍の中、受講者１５名の方が認定されました。

令和３年１１月１４日（日）水戸市国際交流センター多目的ホールで

子ども会育成基幹指導者養成講習会を開催しました。

各市町村から２０名の育成者の方が参加しました。

令和３年度市町村子ども会
安全啓発指導者養成講習会

子 ど も 会 育 成
基幹指導者養成講習会
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令和３年１１月２７日（土）茨城県立歴史館で２０２１リーダー研修会が
開催されました。
各市町村の子ども会に募集をし、７市町村２０名の参加者でした。
コロナ禍の中、感染対策として開催１週間前から健康観察をして
参加していただきました。
午前中には安全啓発活動（KYT）を学習し、野外活動（歴史館散
策）で実践。

今回の研修は子ども会本来の姿、小学生、中学生、育成者のたてわりの班構成。自己紹介から始まり、
班長選び創作活動も班の皆で協力。参加者全員アンケートでは楽しかった、来年もまた参加したいとの回
答でした。

令和３年１２月５日（日）高校生連絡協議会がオン
ラインで開催されました。４市町村の高校生５名と
市町村の担当者などが参加。事例発表や情報交換を
しました。詳しくはホームページをご覧下さい。

２０２１ 子 ど も 会
リ ー ダ ー 研 修 会

高校生連絡協議会

時間 （分） 内容 場所

９：００ － ○役員集合 歴史館

９：００～１０：００ ６０ ○打合せ、準備 歴史館

１０：００～１０：３０ ３０ ○参加者受付 歴史館

１０：３０～１２：００ ９０ ○開会式
○オリエンテーション
○安全啓発活動（KYT）
○野外活動 （KYT 実践）
※雨天時→室内活動

歴史館
（青少年会館）

１２：００～１３：００ ６０ ○昼食 ※注文弁当 歴史館
（青少年会館）

１３：００～１４：３０ ９０ ○創作活動 歴史館
（青少年会館）

１４：３０～１５：２０ ５０ ○感想文・アンケート 歴史館

１５：２０～１５：３０ １０ ○閉会式 歴史館

１５：３０ － ○参加者解散 歴史館

１５：３０～１６：３０ ６０ ○片付けほか 歴史館
（青少年会館）

１６：３０ － ○役員解散 歴史館

２０２１子ども会リーダー研修会活動内容

【期日】令和３年１１月２７日（土） 日帰り
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令和４年度
事業予定

子ど
も会
を育
てよ
う！
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子ども会事業は、育成者と子ども両者のためにあるもの
です。日頃の活動ヒントがたくさんあります。自己の育
成・子ども会活性化のため積極的に参加しましょう�

※新型コロナウィルス感染症等の影響により変更または中止となることがあります。

月 日 曜日 茨子連事業 全国子連・関ブロ事業 場 所

５
２２ 日 優良子ども会等表彰式 茨城県立青少年会館

２２ 日 定時総会 茨城県立青少年会館

６

５ 日
市町村子ども会安全啓発指導
者養成講習会（初級）

茨城県立青少年会館

２５・２６
土
日

関東ブロック推進研究会① 全国子ども会ビル

７ ９・１０ 土・日
子ども会安全啓発指導者
養成講習会（中級）②

新潟県

８

１９ 金
関東甲信越静地区
JL研修大会

栃木県立なす
少年自然の家

２０ 土

２１ 日

行政担当者研修会

９
１０・１１ 土・日 関東ブロック推進研究会②

全国子ども会ビル・東
横イン

高校生連絡協議会

１０

２９・３０ 土・日
全国子ども会育成中央会議・
研究大会

長野県長野市芸術館

３０・３１ 日・月
関ブロ子ども会育成
研究協議会

長野県長野市芸術館

１１ ２０２２子ども会リーダー研修会 ※日帰り

１
子ども会安全啓発指導者
養成講習会（中級）②

長野県

２ 安全共済会説明会 茨城県立青少年会館

自分で 生きる力
�自分で考え行動する子
�自分で責任をとれる子
�障害をのりこえられる子
�「命」を尊び大切にする子

ともに 生きる力
�思いやりのある子
�他人の痛みがわかる子
�仲間と行動ができる子
�お互いを理解し一緒に
行動できる子

心豊かに 生きる力
�感動のできる子
�好奇心の豊かな子
�郷土や住む人たちを愛する子
�自然を慈しみ大切にする子
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全国子ども会安全共済会

≪加入についての注意≫
◎５月３１日までに申し込み（振込）した場合は補償は４月１日にさかのぼる。
◎共済掛金（運営費等を含む） ★４／１～９／３０・・・・１４０円

★１０／１～３／３１・・・・１３０円

各市町村子連
①３月３１日までに

共済様式加入－０１を

茨城県子ども会

育成連合会へ報告

（共済加入予定人数の報告

・共済証書の交付の有無

の報告）

単位子ども会育成会
①共済様式加入－１１，１２

加入申込書（加入者名簿）作成

②年間計画書作成

共済様式加入－１３作成

会費の準備

会員数×１４０円

会費と申込書を持って市町村

子連へ

※会費×人数は必ず確認

して提出してください

市町村子連
①単位子ども会から加入者
数×１４０円を受領し領収
書を渡す。
②共済申込金を茨城県子ども
会育成連合会へ振込
００１６０－３－７４４０４３
（青色の振り込み用紙）
③共済申込書加入－１１，１２
年間計画書加入－１３
を取りまとめ茨城県子ども
会育成連合会へ提出
※会費×人数は必ず確認
して提出してください

共済期間 毎年４月１日０時から翌年（事業年度の）３月３１日２４時

共済会費

年間１４０円
※５月３１日までに申し込み（振込）した場合、補償は４月１日にさかのぼる。

（内訳）◎全国子ども会安全共済掛金５０円【１０月１日以降４０円】（１３０円）
◎全国子ども会連合会運営費２０円 ◎茨子連安全事業費７０円

共済金額

死亡共済金……………６００万円
後遺障害共済金………７万円～６００万円（後遺障害の程度に応じて）
医療共済金……………医療総額の３０％（健康保険適用）

【共済の額が１，０００円未満は支払対象外です】

被共済加入者
加入時の年齢制限はなくなります。
※就学前３年以下の幼児が行事に参加する場合には、安全共済会に加入している
保護者が同伴することが必要になります。
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事故が起こったら ～事故第一報から共済金請求の流れ～

最初に事故の報告を

事故第一報の手続き
Step1

請求できるようになったら

共済金請求の手続き
Step2

請求をする人
・被共済者
・共済金を受け取る人事故第一報報告書（共済様式：請求

―０１）に必要事項を記入し，単位
子ども会代表者に速やかに提出。

下記表の必要書類を整備し，
単位子ども会代表者に提出。
（請求権が発生後，速やかに提出）

記載内容を確認。
市区町村子連に提出。

単位子ども会
代表者

記載内容を確認。
市区町村子連に提出。

記載内容を確認。
各県市子連に提出。 市区町村子連

記載内容・必要書類の有無を確認。
市区町村子連名・代表者名を記入し捺印。
請求書受付欄を記入。
各県市子連に提出。

記載内容を確認。
所定の条件の一報については
全国子ども会連合会に提出。

都道府県
指定都市子連

記載内容・必要書類の有無を確認。
加入・入金の有無を確認。各県市子連名・代
表者名を記入し捺印。請求書受付欄を記入し，
全国子ども会連合会に提出。

記載内容を確認。 全国子ども会連合会

請求書類に基づき調査を行い，請求手続きが
完了してから６０日以内に支払います。
請求書と市区町村子連に，支払い通知を送付
します。
（特別な照会又は調査が不可欠の場合は，支払いま

で６０日以上の日数を要することがあります。）

共済金請求の必要書類 様式番号 医療共済金 後遺障害
共済金

死亡
共済金

医療共済金請求書兼事故証明書 請求―１１ ○

個人情報の取扱いに関する同意書 請求―１２ ○ ○ ○

医療費の領収書（写）又は診療明細書 ― ○

死亡・後遺障害共済金請求書兼事故証明書 請求―３１ ○ ○

医師の診断書（後遺障害） 請求―３１ ○

死亡診断書又は死体検案書 ― ○

被共済者の戸籍謄本 ― ○

※必要に応じて他の書類の提出をお願いすることがあります。
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