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平成29年度「家庭の日」県民運動啓発ポスター

【児童の部 特選作品】
田原市立童浦小学校 4年 藤城

【生徒の部 特選作品】
咲さん

江南市立北部中学校 1年 山本

菜摘さん

毎月第３日曜日は「家庭の日」
親と子の対話がつくるよい家庭
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県民会議理事会・総会
【理事会】
日 時 平成30年3月23日（金）午前10時30分
場 所 愛知県庁西庁舎2階 第11会議室
【総 会】
日 時 平成30年5月31日（木）午後1時30分
場 所 愛知県三の丸庁舎8階大会議室
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「子ども・若者育成支援県民運動」を実施しました
〜 「育てよう

自分に勝てる子

負けない子」 〜

愛知県と愛知県青少年育成県民会議では、内閣府の「子供・若者育成支援強調月間」に呼応し、11月を「子
ども・若者育成支援県民運動」の強調月間と定め、「育てよう 自分に勝てる子 負けない子」をスロー
ガンに、青少年の健全育成を呼びかける活動を展開しました。強調月間の期間中、11月6日（月）には、
青少年団体・青少年育成団体の参加のもと、名古屋駅前で街頭キャンペーン活動を行いました。

また、11月17日（金）には早朝8時から、子育てを応援する「育１９（いくいく）キャンペーン」を「健全育成」
、
「育児」、「食育」、「教育」などに関わる県の5つの部局と関係団体が共同して、大曽根駅周辺路上で街頭啓
発を実施しました。
子ども・若者育成支援県民運動強調月間中には、各関係機関・団体により、県内各地で、子ども・若者
育成支援推進に向けて、多様な取組が展開されました。

（県内における取組状況）
区 分

活 動 内 容

大会等

青少年健全育成大会、青少年健全育成のつどい、子ども会大会、各種講演会、こどもの声
作文発表会、青少年健全育成会表彰式、「親子キャッチ575（川柳）」表彰式、地域子育て支
援交流会、教育文化事業弁論大会、青少年問題協議会専門委員会など

広報啓発活動

街頭啓発活動（駅・大型店周辺・イベント会場等）、子育て支援フォーラム、あいさつ運動、
広報紙（誌）・ホームページによる広報、ポスターの配布・掲出、看板・懸垂幕・横断幕・
のぼり旗等の掲出、新聞広告、ディスプレイによる広報、ケーブルテレビによる広報、広
報車による広報、無線放送による広報、啓発用作品展示、機関誌・会報等による広報など

研修会等

講演会（子育て支援など）
、研修会
（最近の青少年の非行の傾向及び実態など）
、いじめ・不
登校対策連絡会、子ども・若者支援ユースアドバイザー講習会、スマホ・携帯安全教室、
薬物乱用防止教室、懇談会（青少年と社会環境など）、地域協働生徒指導推進事業（事例研究
発表、パネルディスカッションなど）、補導員による状況報告/情報交換会議など

青少年保護育成
巡回活動、環境
浄化活動等

街頭補導活動、巡回活動、違法な自動販売機の点検・指導、有害図書・広告物の点検・指導、
青少年保護育成条例調査、子どもを見守るスクールガード、さわやかひと声運動など

子ども・若者の
社会参加活動

地域イベントへの中学生等のボランティア参加、三世代交流事業、青少年による主体的な
事業企画・運営（体験活動、異世代との交流活動など）、職業体験など

その他

アンケートによる生活全般における規範意識調査、親子ふれあいひろば、子どもチャレン
ジまつり、各種相談など
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青少年団体の活動を紹介します
〜御殿舞を通して地域にかかわる〜
蒲郡市立三谷中学校 校長 千葉 正士

■ 設立の目的 ■
三谷町の御殿舞は、寛政年間から上区天白神社で行われ
る春の祭礼で奉納されてきました。御殿舞は、三河万歳の
中でも大名家のお座敷で披露された格式の高いものです。
昭和9年を最後に、いったん途絶えましたが、復活を期待
する声も多く、期待の目は中学生に注がれるようになりま
した。そして、要請を受けた三谷中学校が、地域芸能の保
存という役割を担い、地域との交流を深めるという目的で、
昭和61年4月から活動を開始しました。
〈芸能フェスティバル〉

■ 活動の様子 ■
要請を受けて始めたころは、クラブ活動として行っていました。その後、選択授業、総合の時間と継続
し、今年で32年目を迎えています。授業時間の確保が難しくなった現在は、木曜日の6時間目に、年間15
時間を教育課程の中に位置づけ、総合的な学習の時間に、2年生が活動しています
（毎年、3年生になった
年の4月の天白神社祭礼で披露するのが、最後の活動になります）。生徒は、毎年8 〜 10名募集しています。
10名の内訳は、太夫（歌い手）が2人、才蔵（踊り手）が6 〜 8人です。
昨年は、10月26日(木) に、学校の文化祭で全校の前で発表したほか、地域に出かけ、以下のように練習
の成果を披露しました。
〈三谷中文化祭〉
・第16回小中学生による芸能フェスティバル
平成29年8月23日(水) 穂の国とよはし芸術劇場
・上区会館開館1周年記念事業
平成29年9月10日(日) 上区会館（天白神社）
・市民文化祭芸能発表会 平成29年11月5日(日) 蒲郡市民会館
・天白神社祭礼

平成30年4月8日(日) 上区会館（天白神社）予定 〈上区会館開館1周年記念事業〉

4月になってから生徒を募集し、練習が始まるのは5月下旬になるので、初
舞台となる8月の芸能フェスティバルまでに数回しか練習時間が取れません。
その数回の練習で踊りを習得するのは大変です。そこで、ＤＶＤを渡して家
での練習を促したり、夏休みに特別練習をしたりして芸能フェスティバル本
番を迎えています。生徒はとても意欲的なので、芸能フェスティバル当日は、
初舞台とは思えないほどの舞を披露できました。
もともと、三谷は祭りが盛んな地域なので、中学生が活躍
する姿を、地域の方々が温かく見守ってくれています。舞を
教えてくださる先生
（2人）も着付けの先生
（4人）も三谷町内に
在住している方が多く、ボランティアで指導を引き受けてく
ださっています。地元の祭礼での披露を続けることが、地域
の方と直接かかわり、交流を深めるとともに、感謝の気持ち
を伝えることにもつながると考えています。今後も、地域芸
能の保存という役割を担いながら、地域の方との交流の場、
地域を愛する活動として継続していきたいと思います。
〈初めて衣装を着ました〉
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「家庭の日」県民運動啓発ポスター入賞者を紹介します
「家庭の日」県民運動の一環として実施した啓発ポスター募集に、県内の小・中・高校生等から25,851点
の応募があり、特選
（愛知県知事賞）2名
（児童の部、生徒の部各1名）を始めとして、以下のとおり上位入
賞者が決まりました。このうち、
「児童の部 特選」の作品を「家庭の日」啓発ポスターに採用するとと
もに、特選・入賞の作品を啓発リーフレットに掲載し、県内の教育機関等で掲示・配布するなど、優秀作
品を2月の「家庭の日」県民運動強調月間の啓発活動に活用しました。

【児童（小学生）の部】

特 選

【生徒（中学生・高校生）の部】

田原市立童浦小学校
4年 藤城 咲さん

特 選

（啓発ポスターに採用）表紙に掲載

江南市立北部中学校
1年 山本 菜摘さん
（啓発リーフレット表紙に採用）表紙に掲載

入 選
親と子の対話がつくるよい家庭

清須市立清洲小学校
５年 八木 杏梨さん

瀬戸市立下品野小学校
３年 天野 煌大さん

半田市立亀崎中学校
３年 權田 紗葵さん

安城市立安城西中学校
武豊町立武豊小学校
６年 澤田 香梨さん ２年 深谷 真以子さん

江南市立西部中学校
３年 篠田 相良さん

江南市立布袋北小学校
２年 寺岡 知耶さん
豊田市立猿投中学校
３年 塚本 美月さん

安城市立安祥中学校
１年 築山 真衣さん

豊田市立駒場小学校
１年 手嶌 美緒さん
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子ども・若者育成支援シンポジウムを開催しました
愛知県県民生活部社会活動推進課
近年、雇用環境の不安定化、家族機能の脆弱化など、社会の変化
を背景として、子ども・若者を取り巻く環境が大きく変容していま
す。特に、ニートやひきこもり、不登校、インターネット依存など、
社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者の問題が、こ
れまで以上に深刻な状況となっており、将来への不安を抱える家庭
が増えています。
こうした困難を抱える子ども・若者を支援するためには、教育、
福祉、保健、医療、雇用など、様々な分野の関係機関がネットワー
クを作り、それぞれの専門性を生かしつつ、互いに協力し、切れ目のない支援を行うことが重要です。
そこで、子ども・若者の現状や、私たちが共有すべき問題意識、支援のためのネットワークの重要性な
どについて、共に考える機会とするため、平成29年11月1日に「子ども・若者育成支援シンポジウム」を
開催しました。
基調講演では、佐賀大学大学院の上野景三教授をお招きして「地域における子ども・若者支援」と題し、
日本の社会教育、青少年教育の歴史をひも解きながら、現代の社会教育や子ども・若者支援の課題につい
てお話しいただきました。また、パネルディスカッションでは、一般社団法人東三河セーフティネットの
金田文子代表理事と、NPO法人若者自立支援塾ONE STEPの笠間淳代表理事から、子ども・若者支援に携
わる民間団体の立場から、複合した課題を持つ子ども・若
者に対する多面的な支援の実践について活動報告をしてい
ただいた後、参加者の皆さんと意見交換をしました。
参加者からは、「地域支援のあり方について参考になっ
た」、「総合相談の重要性を改めて認識した」等の感想を
いただくなど、子ども・若者の課題を再確認して支援の
あり方を考え、支援ネットワークの形成による地域づく
りについて考えるよい機会となりました。

表彰等受賞者の紹介
子ども・若者の育成支援等の功績により表彰された県内の個人・団体の皆様方を御紹介します。
表彰名等

平成29年秋の叙勲
子供と家族・若者
応援団表彰
未来をつくる若者・
オブ・ザ・イヤー

ボランティア活動
功労者表彰

受賞（章）者

旭日単光章

守随

（社会教育功労）

純子氏

（元一般社団法人ガールスカウト愛知県連盟長）

特定非営利活動法人「トルシーダ」(豊田市)

子供・若者育成支援部門
（内閣府特命担当大臣表彰）

「Ｖｉｖａおかざき！！」(岡崎市)

個人の部

氏家

個人の部

宇野

個人の部

清水

邦政氏

（一般社団法人日本ボーイスカウト愛知連盟）

晃氏

（愛知県青少年育成アドバイザー連絡協議会）

惠子氏

（一般社団法人ガールスカウト愛知県連盟）
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新会員団体の活動を紹介します
〜子育てママに、第三のライフスタイルを〜
特定非営利活動法人ママ・ぷらす 理事長 川原史子

■ 設立目的と活動理念 ■
子どもを預けて働くか、家庭で育児に専念するかの二択だけではな
い、ライフスタイルの多様化を提唱し、Ｈ15年に活動開始。Ｈ16年に
法人化。活動開始から14年経った今、社会では母親の就労支援が進ん
でいます。だからこそその一方で、「子育てを優先しながら社会と関
わる」という選択肢の必要性を改めて感じています。ママがより自分
らしく、子育てを楽しめる環境作りを目指します。

〈親子英会話〉

■ 活動内容 ■ 〜育児中のママを講師やスタッフに積極的に起用
子育て優先で働ける・社会と関われる場〜
1．主催事業
親子ふれあい交流会（参加無料）…年間60回開催
チャリティイベント…東日本大震災発生時より、毎年開催
教室運営…託児付きのヨガやエクササイズ、親子英会話、キッズダン
スなど
託児事業…託児ボランティアスタッフを養成し、託児グループを運営
2．受託事業
あま市・大治町広域ファミリー・サポート・センター事業、
近隣市町の社会教育講座、高齢者向け講座、託児など

〈託児付きヨガ教室〉

〈親子ふれあい交流会〉

3．助成金事業
Ｈ26年より【キッズ防犯プロジェクト】と題して、子どもたちを誘
拐や連れ去りなどの犯罪から守るための活動を開始。モリコロ基金、
キリン福祉財団などからの助成金を活用。助成事業終了後の継続事
業化に向けた取り組みも行っています。
４．その他
代表の川原による講師活動
「子どもの自己肯定感を育むコミュニケーション」
「女性が輝くまちづくり」など

■ 今後の目標や活動の展開 ■ 〜ママたちの活躍機会をまちづくりの場につなげたい〜
育児中のママたちの社会参加や、能力を生かす機会を、地域貢献やまちづくりの場につなげていきたい
と考えています。育児中は、社会福祉や地域環境への関心を強める時期でもあり、また、生活の多くを居
住地域で過ごす時期でもあります。育児中の女性の多くは、地域貢献やまちづくりに携わる適性を備えて
いるのではないでしょうか。
現在取り組んでいる【キッズ防犯プロジェクト】が、そのモデル的な活動となり得る可能性にも期待して
います。
※受賞歴
Ｈ21年

住友生命「未来を築く子育てプロジェクト」
未来大賞および内閣府特命担当大臣賞受賞
Ｈ27年 読売新聞社「第9回よみうり子育て応援大賞」
大賞受賞
Ｈ28年 内閣府「子供と家族・若者応援団表彰
（子育て・家族支援部門）」特命担当大臣表彰

〈チャリティーイベントスタッフと協力者の皆さん〉
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「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動（冬期）」を実施しました
〜「非行の芽 はやめにつもう みな我が子」〜
「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動（冬
期）」を展開し、県内では様々な活動が行われました。
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【期間】12月20日（水）から1月10日（水）まで
【主催】
● 愛知県
● 愛知県教育委員会
● 愛知県警察本部
● 愛知県青少年育成県民会議
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【運動の重点】
● 青少年の性被害の防止
● インターネット利用に係る非行及び犯罪被害防止
対策の推進
● 有害環境への適切な対応
● 薬物乱用対策の推進
● 不良行為･初発型非行（犯罪）等の防止
● 再非行（犯罪）の防止
● いじめ･暴力行為等の問題行動への対応
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⏕ᚐࡀయ࡞ࡾࠊ㹑㹌㹑ࡢ
㐺ṇ⏝࡞ࠊ⥅⥆ⓗྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

࠘ऒૈࣄќѢᇌढ

౬Ѣౕ྇ޔၻ

ݚќීѢӃҺӟ̶ӝ

12 ᭶ 21 ᪥ ᮌ
ྡྂᒇᕷ❧Ꮫ
㆙ᐹ⨫ဨࡀᏛ
ࡢࢮ࣑࡛ࠊ㹑㹌㹑㉳
ᅉࡍࡿ㟷ᑡᖺࡢᛶ⿕ᐖ
ࡢᐇែࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࢆ
⾜࠸ࠊࡑࡢᚋᏛ⏕ࡀ㜵
Ṇᑐ⟇ࡘ࠸࡚ពぢࢆ
ࡲࡵࡲࡋࡓࠋ

12 ᭶ 27 ᪥ Ỉ
ส㇂ᕷᱜ⏫

-5ส㇂㥐ཱྀࡢࠊ㣧㣗ᗑࡸ㢼Ⴀᴗᗑࡀᐦ㞟ࡍࡿᱜ⏫࿘
㎶࡛ࠊᆅඖၟᗑ⾤ࡢᗑࡸ㢼ᗑ㛵ಀ⪅ࡀࠊส㇂ᕷࠊส㇂
㆙ᐹ⨫➼ྜྠࡼࡿࣃࢺ࣮ࣟࣝࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ

㟷ᑡᖺࡀᏳᏳᚰࡋ࡚ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᩚഛ➼㛵ࡍࡿἲᚊࡢ୍㒊ᨵṇ
㹼㟷ᑡᖺࡢ᭷ᐖሗ㜀ぴ㜵Ṇᥐ⨨ࡢつᐃࡀᙉࡉࢀࡲࡍ㹼
ᖹᡂ 30 ᖺ 2 ᭶ 1 ᪥ᨵṇἲ⾜

ᦠᖏ㟁ヰࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ᙺົᥦ౪ᴗ⪅➼ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞⩏ົࡀつᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
⩏ົయ
ᦠۑᖏ㟁ヰࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
᥋⥆ᙺົᥦ౪ᴗ⪅
ۑዎ⣙௦⌮ᗑ

ی᪂つࡢᦠᖏ㟁ヰᅇ⥺ዎ⣙
یᶵ✀ኚ᭦࣭ྡ⩏ኚ᭦ࢆక࠺ᦠᖏ㟁ヰᅇ⥺ዎ⣙ࡢኚ᭦࣭᭦᪂

⩏ົࡢෆᐜ

㟷ᑡᖺ☜ㄆ
ዎ⣙⥾⤖⪅ཪࡣᦠᖏ㟁ヰ➃ᮎࡢ
⏝⪅ࡀ 18 ṓᮍ‶☜ㄆ

ࣇࣝࢱࣜࣥࢢㄝ᫂

ࣇࣝࢱࣜࣥࢢ᭷ຠᥐ⨨

ձ㟷ᑡᖺࡀ᭷ᐖሗࢆ㜀ぴࡍࡿ࠾ࡑࢀ
ղࣇࣝࢱࣜࣥࢢࡢᚲせᛶ࣭ෆᐜ
ࢆࠊಖㆤ⪅ཪࡣ㟷ᑡᖺᑐࡋࠊㄝ᫂

ዎ⣙ࢭࢵࢺ࡛㈍ࡉࢀࡿᦠᖏ㟁ヰ➃
ᮎ➼ࡘ࠸࡚ࠊ㈍ࣇࣝࢱࣜࣥ
ࢢࢯࣇࢺ࢙࢘ࡸ㹍㹑ࡢタᐃ

ࣇࣝࢱࣜࣥࢢࡣ⬟࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋぶࡢ┠ࡀ᭱㧗ࡢࣇࣝࢱࣜࣥࢢ࡛ࡍࠋ
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Next Generation

次

代

「第56回青少年によい本をすすめる県民運動」を実施しました
〜「育てよう 豊かな心 読書から」〜
愛知県と愛知県青少年育成県民会議では、毎年10月を「青少年によい本をすすめる県民運動」強調月間
「育てよう 豊かな心 読書から」をスローガンに、家庭・学校・地域社会での積極的な運動の
と定め、
展開を図り、関係機関・団体の協力を得、はがきによる読書感想文・感想画の募集等を実施しています。
平成29年度の読書感想文の応募結果は次のとおりでした。応募いただいた学校等には、愛知県書店商業
組合の協賛により、図書や図書カードを寄贈しました。さらに、全校で取り組んでいただいた学校のうち
優秀校には、直接訪問して図書を寄贈しました。
また、本年度は、愛知県図書館に展示コーナーを設けていただき、この運動を支援していただきました。
● 応募総数

24,323点

● 応募内容

学校94校、個人105人

●寄 贈 数

図書約1,800冊、図書カード105枚

●訪 問 校

まさ美学園まさみが丘幼稚園
碧南市立新川小学校
津島市立高台寺小学校
一宮市立大和東小学校
田原市立中山小学校
豊明市立三崎小学校
新城市立作手小学校

お ●
知 ●
ら ●
せ
●
◆前号掲載の、平成29年度「少年の主張」愛知県大会で最優秀賞の荒島彩乃さん（蒲郡中学校3年）が、
「第39回少年の主張全国大会」で、審査委員会委員長賞を受賞しました。
◆「2017 あいちの子ども・若者」を作成しました。
http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/seisyounen-index.html
先日、平昌オリンピックではたくさんの若者たちが躍動し、日本を沸かせてくれました。
これからもたくさんの若者が夢や希望に向かって、いきいきと頑張って欲しいと思います。

編集発行 愛知県青少年育成県民会議（事務局）愛知県県民生活部社会活動推進課 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 ℡（052）954-6175（ダイヤルイン）
メールアドレス syakaikatsudo@pref.aichi.lg.jp
年2回 発 行
ホームページ http：//www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/kenminkaigi/
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