
全国子ども会連合会設立 50 周年記念式典 
（第 4９回全国子ども会育成中央会議・研究大会） 
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主 催 公益社団法人全国子ども会連合会 共 催 関東甲信越静地区子ども会育成連絡協議会  
    

後 援 内 閣 府 厚生労働省 文部科学省 

(申請中) 群 馬 県 群馬県教育委員会 渋 川 市 

 渋川市教育委員会   

 公益財団法人日本レクリエーション協会  公益社団法人全国公民館連合会 

 公益財団法人全国老人クラブ連合会  社会福祉法人全国社会福祉協議会 

 全国連合小学校長会 全日本中学校長会 全国高等学校長協会 

 全国国公立幼稚園長会 全日本私立幼稚園連合会 公益社団法人全国私立保育園連盟 

 公益財団法人群馬県青少年育成事業団 社会福祉法人群馬県社会福祉協議会 

 群馬県青少年育成推進会議 群馬県ＰＴＡ連合会 群馬県高等学校ＰＴＡ連合会 

 群馬県小学校長会 群馬県中学校長会 群馬県高等学校長協会 

 群馬県特別支援学校長会 毎日新聞社 読売新聞社 

 産経新聞社 日本教育新聞社 上毛新聞社 

 朝日新聞前橋総局 毎日新聞前橋支局 読売新聞前橋支局 

 NHK 前橋放送局 群馬テレビ エフエム群馬 

    

 

公益社団法人 

全国子ども会連合会 
 

期 日：平成 27 年 10 月 17 日（土）～18 日（日） 

           受付：10 月 17 日(土)11:00～13:00 ／ 開会式：1３:00～ 

会 場：ホテル木暮 

〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町 135 番地 

TEL：0279-72-2701 

 

1 日目：開会式、基調講演、表彰式 

            情報交換会・受賞者を囲む会 

2 日目：全体会、閉会式、視察研修、合同部会 

 

公益社団法人 

全国子ども会連合会 

高崎駅東口に専用バスを用意しております 
10 月 17 日（土）  10：30 ・ 11：30 発 



 

 

 全国子ども会連合会が社団法人として設立許可された当時、昭和 40 年 6 月（１９６５）、わが国の各地に異年齢の

徒党を組む子ども集団が存在していた。しかし、近年、世界全体が急速に変化しており、わが国も例外ではない。 

 グローバル化が進展する中にあって、わが国の子どもたちは、世界の国々と貿易を通して、学術・文化・スポーツの

交流を通して国を支え、発展させていかなければならない。国境を越えて互いに理解し合い、対話や協同的なコミュニ

ケーションを強化するためには、ありきたりの社会性ではなく、柔軟で「しなやかな社会性」を身につけることが要請

される。 

 設立 50 周年記念式典に臨み、「異年齢集団」を活動の基本に据えてきた子ども会活動の歴史を振り返るとともに、

子どもたちが元気な声を取り戻し、正しいものの見方、偏りのない社会的態度や習慣を身につける活動が、創意・工夫

を重ね、末永く継続することを誓い合う機会としたい。 

7：00

受付開始 視察研修
＜2コース＞

⇒ 詳細別ページ

＜設立５０周年記念式典＞
第１部　開会式

第２部
設立５０周年記念基調講演 合同部会協議

 汐見 稔幸 先生 （分科会）
⇒ 詳細別ページ

第３部
表彰式
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設立 50 周年式典に臨み 
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＜＜設立 50 周年記念式典＞＞ 

■ 第１部  開会式     １３：００～１３：４０     

１．開式の言葉  

２．国歌斉唱    

３．会長式辞    

４．来賓祝辞 

 

 

５．歓迎の挨拶 

６．来賓紹介 

７．閉式の言葉 

 

■ 第２部  設立５０周年記念基調講演  １３：４０～１５：１０      

講演者 白梅大学学長・東京大学名誉教授  汐見 稔幸 氏 

 

 "クレヨンしんちゃん"は最高の子育ての教科書だ！と

いったユニークな子育て論、教育論を展開することで知

られる教育学者。専門は教育学、教育人間学、育児学。

育児学や保育学を総合的な人間学と考えており、ここに

少しでも学問の光を注ぎたいと願っている。また、教育

学を出産、育児を含んだ人間形成の学として位置づけた

いと思い、その体系化を与えられた課題と考えている。

三人の子どもの育児にかかわってきた体験から父親の育児参加を呼びかけている。

 

■ 第３部  表彰式     １５：２０～１７：２０       

１．開式の辞 

２．全子連 50 年を振り返って 

  映像による 50 年 

３．お祝いの言葉 

４．表彰状及び感謝状の授与 

  地区（ブロック）ごとに授与する 

５．謝 辞 

６．閉式の辞 

表彰式終了後、記念撮影を行います 

 

 

■ 受賞者を囲む会・５０周年記念情報交換会  １８：３０～２０：３０     

 設立 50 周年を迎えた記念すべき年に、公益社団法人

全国子ども会連合会表彰を受賞された指導者、育成者の

方々の一層のご活躍、そして団体のますますの充実・発

展を期待し、受賞のお祝いをする会とします。 

 

 

 全国各地で活発に活動されている子ども会の指導者、

育成者の方々との情報交換の機会とし、子ども会の発展

を誓い合いましょう。 

 

 ❐ 10 月 17 日（土）[ 第 1 日目 ] 

 ＜汐見 稔幸（しおみ としゆき）氏プロフィール＞ 

1947 年大阪府生まれ 

東京大学教育学部卒、同大学院博士過程終了 

東京大学大学院教育学研究科教授を経て、2007 年 

10 月から白梅学園大学教授・学長、現在に至る。 

 

地域の子ども会活動を長年支えてくださった方々
に対し、表彰を行います。 
 個人は、20 年以上子ども会活動に従事し、すでに
都道府県・指定都市の連合組織の表彰を受けている方
が対象となります。団体は、10 年以上活動を続ける
市区町村連合組織・指導者組織等を対象とします。奨
励賞は、都道府県・指定都市子ども会連合組織の 10
年ごとの節目に贈呈しています。 



 

 
 
 
 
■ 全体会       ９：００～１０：３０       

群馬県子連の取組発表 

・郷土芸能、文化の保存と推進 

⇒八木節発表 

「踊り手は幼児から中学生までの子どもたちです。 

日頃の練習の成果を是非ご覧頂きたいと思います。」 

・大学とのコラボレーション 

・上毛かるたへの取り組み 

 

 

■ 閉会式      １０：３０～１１：００      

１．開式の言葉 

２．主催者あいさつ 
３．感謝状贈呈 

  公益社団法人全国子ども会連合会より開催地、 

  関東甲信越静地区子ども会育成連絡協議会へ感謝          

状を贈呈します。 

４．大会旗引継ぎ 

 

 

５．万歳三唱 

６．閉式の言葉 

この中央会議・研究大会で学習し、体験し、話し

合い、英知を出し合い得られたことを確認し合い、

今後の地域での子ども会活動、地域教育の活動へ確

実につなげていきましょう。

■ 視察研修      １１：１５～１７：００       

 視察研修各コースはいずれも事前申込み制としております。お申込みのない方は、視察研修の参加をお受けできませ

んのでご注意ください。 

行 程 

【A－①コース】※貸切大型バス４台 
 

ホテル木暮出発→→水沢うどん=水澤亭（昼食）→渋川伊香保 IC－＜関越・上信越道＞－富岡 IC→ 

 

→富岡製糸場（視察）→→こんにゃくパーク（買物）→富岡 IC－＜上信越・関越道＞－高崎玉村 IC→ 

 

→JR 高崎駅東口→→ホテル木暮到着 
 

 

◯昼食内容 

【水沢うどん】 

●昼食代金 

￥1，700（税込） 

【A－②コース】※貸切大型バス４台 
 

ホテル木暮出発→→水沢うどん=万葉亭（昼食）→渋川伊香保 IC－＜関越・上信越道＞－富岡 IC→ 

 

→こんにゃくパーク（買物）→→富岡製糸場（視察）→富岡 IC－＜上信越・関越道＞－高崎玉村 IC→ 

 

→JR 高崎駅東口→→ホテル木暮到着 
 

 

◯昼食内容 

【水沢うどん】 

●昼食代金 

￥1，700（税込） 

【B コース】※貸切大型バス 1 台 
 

ホテル木暮出発 貸切大型バス→→ぐんまフラワーパーク（弁当・見学）→→サンデン赤城フォレスト 

 

→→ JR 高崎駅東口→→ホテル木暮到着 

 

 

◯昼食内容 

【お弁当】 

●昼食代金 

\1，100（税込） 

❐ 10 月 18 日（日）[ 第 2 日目 ] 
 

 八木節は、栃木県足利生まれの堀込源太（本名、渡
辺源太郎）が「木曽節」を基に「源太節」を流行らせ、
その後「八木節」を完成させ栃木県内に伝えたとされ
ています。 
 隣県の群馬県においても、明治半ばより昭和２０年
頃まで盛んに唄われ、県内各地で様々な変化を受けな
がら現在にいたっております。その勢いは発祥の地・
栃木を凌ぐ感があります。 
 八木節は音韻（うた）・お囃子・踊りから構成され、
音韻は県内の名所名物を読み上げ、お囃子は笛、長太
鼓、〆太鼓、つづみ鐘で成りたっています。また、踊
りは唐笠、すげ笠、花笠など数種類があります。 

 



 

■ 閉会式 10:30～11:00                                

■ 合同部会協議     １４：００～１６：３０       

 本年は関東甲信越静地区との合同部会となります。 

 会場設営の関係上、各部会は全て事前申込み制としております。お申込みのない方は、部会への参加をお受けできま

せんのでご注意ください。 

一部の部会では、参加者定数を定めておりますので、申込み状況次第で、他の部会をご提案させていただく場合がご

ざいます。予めご了承ください。 

 

部 会 

番 号 テーマと内容 

１ 

第１部会 

テーマ： 上毛かるた発展の歴史と体験講習 

郷土かるたに対する本県の取り組みと上毛かるた競技大会を体験しよう。 

２ 

第２部会 

テーマ： 子ども会「５分間 KYT」をどう広めるか 

活動における子どもの安全は第一である。そのためにも子ども同志が安全に活動できるようになることが

大切であり、「5 分間ＫＹＴ」をどのように広め、取り入れていくか。 

３ 

第３部会 

テーマ： 子ども会安全共済会加入者増にどう取り組むか 

子どもの減少、加入者の脱会の声がある。一方、子ども会活動の果たす意義は育成者・指導者をはじめ、

社会教育にかかわる者の共通理解となっている。このような中で加入者増にどう取り組むのか。 

 

４ 

第４部会 

テーマ： 連合組織としての都道府県・市町村（地区を含む）の連合育成会と単位育成会のパイプをどう

太くするのか 

子ども会活動の中心は単位子ども会であり、それを支えるのが単位育成会である。単位育成会の活動活性

化をする上で、都道府県や市町村の連合体としての育成組織とどのように連携していくかであり、このつ

ながりを深め、強める取り組みをどう進めるか。 

５ 

第５部会 

テーマ：子ども会活動とは何か・・・原点にもどろう 

ワールドカフェ 

さまざまな関係者が一同に会して、カフェのような自由でオープンな雰囲気のもとでじっくりと話し合

うことで、子ども会活動の原点は何かを全員で考えようという試みです。 

成長・発展し続ける人間となる上での礎は、青少年期に仲間とともに活動することを通して培われる。

その基盤となるのが子ども会活動である。子どもたちの手による子ども会。子ども会活動の本来の姿に立

ち戻る上で、育成者・指導者はどう対応するのかを、原点にもどって考えよう。 



至榛名湖

ファミリーマート

はないちもんめ
ＧＳ

伊香保

夢二記念館

水沢観音
ビジターセンター

グリーン牧場

明保野

渋川青翆高校

入沢

市民会館

藤ノ木東

石原

ガスト

市役所通り

とんでん

至新潟・万座鹿沢口至東京

至東京

至前橋

渋川・伊香保Ｉ．Ｃ．

至新潟

中村

※インターを出ましたら
　左車線へお進み下さい。

関越自動車道

国道17号線
国沼田

ＪＲ渋川駅

※左車線を
　お進み下さい。

伊香保カントリー倶楽部

湯の花饅頭

石段街

ホテル木暮
バス停

■ご案内

ホテル木暮
〒377-0102群馬県渋川市伊香保町135番地
tel.０２７９－７２－２７０１（代）
fax.０２７９－７２－２７０８
E-mail／info@hotel-kogure.com

りよＣＩ 保香伊・川渋 〇お車で　25分

渋川駅より 〇関越バス　お一人様550円
　（渋川駅～伊香保温泉終点）
〇タクシー　１台約3,800円
　（渋川駅～ホテル木暮）

会場周辺図会場周辺図

ホテル小暮
（伊香保温泉）

会場周辺図

ホテル小暮
（伊香保温泉）
ホテル木暮
（伊香保温泉）



 

全国子ども会連合会設立 50 周年記念式典 
（第 49 回全国子ども会育成中央会議・研究大会） 

＜ お申込み手続きについて ＞ 

 

 事前アンケート･レポートを必ずご提出ください  
 

■参加申込み〆切 平成２７年８月１７日（月）  【必着厳守】 

＊上記〆切日は、群馬トラベルセンターへの お申込み〆切日です。 

＊お住まいの都道府県･指定都市の子ども会連合組織ごとに独自にお申込み〆切日を設けてお

りますので、ご注意ください。 
  

■参加対象者  ○都道府県・指定都市の子ども会組織の関係者 

○市区町村及び地域の子ども会を育成する子ども会の指導者･育成者 

○都道府県・指定都市、市区町村の子ども会担当の行政職員 

○学校教育、少年教育施設関係者 

○生涯学習コース、教育学部等の大学生 

○子ども会活動及び本事業の内容に興味関心のある方 
  

■参加申込み先  ※ 都道府県・指定都市子ども会連合組織は、下記あて郵送または FAX にてお申込みください。

郵送の場合は、控えを必ずお取りください。 

※ 個人でのお申込みは、直接お受けできません。全国子ども会連合会へお問い合わせください。 

（一財） 群馬トラベルセンター〔子ども会育成中央会議係〕 

 〒３７１-０８５３ 群馬県前橋市総社町総社２９０５ 

 TEL：０２７-２５２-７１１１ FAX：０２７-２５２-７１１６ 
  

■ 事前アンケート・ 

 レポートの提出 

○ 事前アンケート・レポートは、必ず参加者本人がお書きください。 

○ 事前アンケート・レポートは、都道府県・指定都市子ども会連合組織でお取りまとめの上、

全国子ども会連合会へ平成 27 年 9 月 18 日(金)までにお送りください。 
  

■参加諸経費 □ 参加費  なし 

□ 受賞者を囲む会・情報交換会 参加費  10,000 円（税金・サービス料含む） 

□ 昼食（10 月 18 日昼食・お弁当）   視察先により金額が変わります。 

                    ⇒各コースの行程表をご参照ください。 

□ エクスカーションにつきましては、特に準備しておりません。必要な方は群馬トラベルセン

ターにお問い合わせください。 

 

①子ども会関係者、指導者・育成者、子ども会担当の行政職員の方 

所定の参加申込み用紙により、必要事項を漏れなく記入し、お住まいの都道府県・指定都市の子ども会連合

組織の事務局へお申込みください。 

◎お申込み者 → 都道府県・指定都市の子ども会連合組織 →（一財）群馬トラベルセンター 

②子ども会に所属のない方 

都道府県・指定都市子ども会連合組織からお申込みのできない場合は、 

全国子ども会連合会へお問い合わせください。 

◎お申込み者 → 全国子ども会連合会 → （一財）群馬トラベルセンター 

✿ 設立 50 周年記念式典に関するお問合せは・・・ 

〒112-0012 東京都文京区大塚 6-1-14 全国子ども会ビル 

TEL：03-5319-1741（代） FAX：03-5319-1744 

http://www.kodomo-kai.or.jp/   E-mail  zenkoren@kodomo-kai.or.jp 

公益社団法人 

全国子ども会連合会 
 

TEL:03-5319-1741（代


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立 50周年 

公益社団法人全国子ども会連合会 

 

 

 

 

◆標語募集キャンペーン最優秀作品◆ 

 

「会員の輪を広げよう」 

ひろげよう ちいきでそだてる 子ども会 

 

「交通安全推進」 

手を挙げて 車にサイン 事故防止 

 

「防 災」 

避難場所 家族で言える合言葉 

 

「スポーツ事故防止」 

無理せずに休む勇気もスポーツマン 


