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児童クラブだより
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児童クラブ交流会情報

公益財団法人藤沢市みらい
創造財団が運営する 42 の
児童クラブには、2,299 名
が在籍しています。そのう
ち１年生は 639 名。在籍児
童数は昨年より増えまし
た。
（人数は４月１日現在）

各児童クラブでは夏休みにキャンプ
を実施しています。キャンプ実施にあ
たっては保護者にも引率のご協力をお
願いして、クラブの活動に参加してい
ただいています。
豊かな自然の中、子どもたちはさま
ざまな体験を通して、一回りも二回り
も大きく成長します。キャンプは子ど
もたちがとても楽しみにしている行事
のひとつです。
子どもたちのすこやかな成長のため
に、大きな意味を持つキャンプ。今号
ではキャンプの目的や当日までの取り
組みなどを特集します。

（２）
児童クラブの上半期の集大成ともいえるのが夏休みのキャンプで
す。ただ楽しく行くだけでも十分実りのある行事ですが、児童ク
ラブでは児童健全育成に則した取り組みとして考えています。
それでは、児童健全育成とは何なのでしょう。
ここで、児童クラブが負う社会的な役割にスポットを当ててみた
いと思います。
児童クラブは、保護者が就労等により昼間家にいない、小学
校に通う児童（１～４年生。５，６年生はクラブの状況によ
り入所できる）にあそびや生活の場を提供する健全育成事業
であるとともに、仕事と子育ての両立支援を図ることを目的
に設置されています。
（児童クラブ指導指針「児童クラブの目的・役割」一部抜粋）

情操という言葉を辞書で引いてみると、「複雑で高尚
な感情」とあります。自然、芸術、科学、文化、地域
社会などに対し、知識だけではなく、体で感じること。
いろいろなものに触れる機会を持つことが大切です。

よく食べ、よく眠り、よく遊び、よく笑い。
そして勉強もちょっぴり？元気に毎日を過ごすこと
が大切です。
体中で今を生きる喜びを感じてほしい。

仲間と共に過ごし協働していくなかで、
泣いたり笑ったり、ケンカしたり相手を
思いやったり。いろいろな感情を経験す
ることは子どもの成長に欠かせません。

２０１２年６月２０日

（３）

指導指針をもとに、各クラブの特色を生かしたキ
ャンプを企画しています。今回は、リーダー育成
に重点を置いた、わんぱく児童クラブの実践を紹
介します。
キ ャ ン プ 目 標
日常生活での準備段階から始まり、自然とふれあい、仲間作りや技術の習得など、様々な体験をする。
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リーダー（４年生）会議の内容
指導員の共通意識（ミーティングの内容）
リーダーとは？
リーダー会議とは？
指導目標「よりよい仲間作りを目指して」
各班の様子
・ リーダー育成の一環としてリーダー会議を行う
※ ①毎週火曜日にリーダー会議
・ 指導員の和を大切に指導にあたる
を開催
・ １年生をはじめ、新入所児童の様子をしっかりと
※ ②必ず宿題がある
見る
・ 継続入所児の進級後の変化を見る
キャンプとは？
・ 基本的習慣の見直し
キャンプの班について
キャンプで何をしたいか？
夕食作りのレシピ案を提出
☆☆キャンプの班が決定☆☆
指導目標「キャンプに向けて」
夕食作りについて班会議
・ リーダー会議の充実
キャンプ準備
☆ キャンプ下見実施
・ 夕食（レシピ）作りの準備
・ 子どもの要望などが実現できるかチェックする
・ しおり作り
（約束事・目標など）
・ 各担当は活動場所をチェックする
☆ キャンプ工作を提案・取り組み開始
指導目標「夏に向けて体調管理」
・ キャンプを楽しいものに
・ 各担当（レク・食事）指導員と最終的な話し合い

・ 子どもたちが協力してよく動いていた。
・ 保護者同士（父親同士）かかわりを持つ
ことができてよかった。
・ 行ってよかった。
・ 落し物が多くて、指導員が「持ち物に記
名して下さい」と何度も言う気持ちがよ
くわかった。
児童クラブの活動に参加することで、わが子
が児童クラブでどのような生活をしている
か知ることができます。

・ 子どもたち全員のお父さん、お母さんとして参
加してほしい。
・ 班に付いてリーダーの補佐をしてもらいたい。
・ 子どもたちと一緒に楽しく過ごしてもらう。
キャンプの主役は子どもたちです。成功も失敗も、
嬉しさも悔しさも、すべてがその子の財産になり
ます。子どもたちの頑張りを、すぐそばで応援し
ませんか？
キャンプは子どもたちの大好きな行事です。
ただ楽しいだけではなく、保護者と指導員、児童
クラブを支える周囲の大人が共通の目的を持つ
ことで、よりよい活動になります。今年もご協力
ください。

（４）

児童クラブ交流会は各クラブから選出され
た保護者実行委員と指導員が協力して企画立
案し、毎年運動会形式で行われています。
今年度も 3 日間にわたり 2 つの会場で行わ
れますが、南部ブロックのクラブは通常のブロ
ック編成とは異なりますのでご確認下さい。
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第１回交流会実行委員会
日時：2012 年 9 月 2 日（日）
北部 A・B １０：００～１２：００
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24 年度の研修
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南部 A・B １３：３０～１５：３０
場所：藤沢青少年会館 第 1、2 談話室

児童クラブ指導員、クラブ長は、資質向上のために、幅広く体系的な研修を受
講します。

児童クラブの全指導員が一堂に会
し、秦野玲子氏（元藤沢市社会教
育主事・現在御茶ノ水女子大非常
勤講師等）による「児童クラブと
地域の子育て」と題した講義を受
講。

救命救急講習

全指導員が隔年で受講。
藤沢市消防本
部で行われる普通救命講習の受講。
心
肺蘇生法や AED の使用方法を習得。

課題別研修

キャンプ研修の企画と実施。
野外活動
における応急手当、
安全に水遊びをす
るための知識を学ぶ。他、児童の健康
と栄養について講義を受講。

クラブ長を職責・経験年数別に分
け、
それぞれの課題について学ぶ。
他クラブ体験やフォローアップな 外部研修
ど。
活動のテーマに沿って企画を考
え、グループごとに発表する。

神奈川県立青少年センター主催の指
導員セミナー、
神奈川県次世代育成課
主催の子どもプラン研修に参加。

（５）

児童クラブは伝承あそび・工作コーナーを担当し、揚げたこ
焼き屋と綿菓子屋も出店。工作コーナーでは、ビー玉を使った
ペンダントやクラフトごまなどを作りました。
伝承あそびのコ
ーナーでは、けん玉、こまの検定会も行いました。けん玉やこ
まに初挑戦の子どもたちも大勢きてくれました。

第一回事業
４：4 年生が
Ｍ：学ぶ
Ａ：遊ぶ
Ｔ：友だちを
つくっていく
←昨年度の
参加者の様子

「キャンプをリードだ！」
6 月 30 日（土）
南部 A・B ブロック
7 月 1 日（日）
北部 A・B ブロック
＊募集は終了しています。

第二回事業
「あそびをリードだ！」

4MAT は、児童クラブに在籍する 4 年生を対象とした事業
で、クラブの枠を超えた交流とリーダー育成を目的としていま
す。今年度も年 2 回の事業を予定しています。第一回の「キャ
ンプをリードだ！」では野外炊事に必要な技を身につけるため
に、まき割りやはんごうでのご飯炊きなどに挑戦します。

10 月 20 日（土）
全ブロック

会場はすべて少年の森

201２年６月２０日

（６）
℡３６－３００２

館

◆ 水族館を作ろう ～ヤングスクエア～
【日時】８月１８日（土）
午前１０時００分から正午まで
【内容】ペットボトルを使ってミニ水族館を
作ろう！
【対象】小・中学生２０人
【費用】１００円
【お問い合わせ・申込み】
８月２日（木）午前９時から℡または来館

２０１２年 ９月 ２日（日）
１２時３０分 開場 １３時００分 開演
藤沢市民会館・大ホール
【内容】ダンスコンテスト
（コンテスト部門・フリー部門）
ゲストパフォーマンスあり（カルヴォ道場ほか）
【定員】１，０００人
※ 入場制限することがあります。
お早めにお越し下さい
【お問い合わせ】
（公財）藤沢市みらい創造財団 青少年事業部
℡２５－５２１５

４月２２日（日）に藤沢青少年会館にて
運営委員長会議と保護者代表者会議が開
催されました。
今年度の児童クラブ運営、事業計画、
予算についての説明と平成２３年度の
事業報告がありました。
その後、出席者の活発な意見・情報交換
がされました。

編集後記
半そでで過ごす日が多くなりました。暑く
なると思い浮かぶのは『節電』の二文字で
す。我が児童クラブでは緑のカーテンをつ
くるべく、ゴーヤを植えました。毎日成長
を見守っていると、なんだかただの植物と
は思われなくて、可愛いです。たくさん実
ったらおやつに出します。
（松原）

℡４８－７２３４

◆ 夕やけコンサート＆キャンプファイヤー
【日時】７月２１日（土）
１８時００分～２１時００分
【内容】
ア． 森の夕暮れと風の中、
フォルクローレのコンサート
イ． キャンプファイヤー
【申込み・費用】
アのみなら当日申込み。無料。
イまで参加の場合は市内在住在学の小学生
と保護者４０組。１人１５０円。

（公財）藤沢市みらい創造財団青少年事業部は、
賛助会員を募集しています。皆様からいただい
た賛助会費は、子どもたちの体験活動等の事業
に使わせていただきます。
詳しくは(公財)藤沢市みらい創造財団事務局へ
お問い合わせください。
編集・発行

公益財団法人藤沢市みらい創造財団
青少年事業部
〒251-0054
藤沢市朝日町 10-8 藤沢青少年会館内
TEL 0466-25-5215
FAX 0466-28-9567
URL http://www.f-mirai.jp/youth/
E-mail

youth@f-mirai.jp

