
１人ひとりの温かな居場所となるクラブを目指して

　今年度、藤沢市みらい創造財団が運営をする児童クラブ
は市内 55か所あります。１施設に１名のクラブ長と複数名
の非常勤指導員・臨時職員が勤務をしています。（常勤指導
員２名体制のクラブやクラブ長補佐が勤務するクラブもあ
ります。）
　今回は、クラブ長が普段どのような仕事をし、どのような
思いで子どもたちと関わっているのかを六会小学校・天神小
学校区にある「そよかぜ児童クラブ」のクラブ長に１日密着
して紹介します。

児童クラブだより

第 98 号
2020 年 3 月 13 日

クラブ長・
常勤指導員の仕事特集

（1）



9：45 筏井クラブ長 出勤（児童登所前）
①児童クラブの運営に関する事務作業
おたより作成、指導員の勤務に関する事務、
行事計画書・報告書、出席簿、会計事務、
担当業務の書類作成等

②ミーティング、会議、打ち合わせ、研修等
③学校、地域の関連機関・団体、運営委員、業者等と
の連絡調整
④施設の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓、物品
発注・購入等
⑤その他、運営・
　担当に関する業務

13：00 
非常勤指導員 出勤
　当日の指導内容やスケジュール、役割等の確認、
情報共有をし、児童受け入れの準備をする。

筏
い か だ い

井 弥生 クラブ長（そよかぜ児童クラブ）
所属児童クラブは３月 1 日現在

　児童クラブでの生活は、異年齢の児童が同じ場所で、
ともに過ごすという生活です。子どもたちは様々な活
動を通して楽しく過ごせる時もあれば、思い通りに過
ごせない時もあるかもしれませんが、子どもたちの気
持ちを大切に「明日も行きたい」と思える児童クラブ
を目指して、取り組む過程を大切にしています。クラ
ブ長として「どうしようかな」と困った時には、子ど
もたちや保護者の方々から力を借りる事もあります。
　私自身も２人の小学生の娘を持つ母親でもありま
す。クラブ長としてだけでなく同じ働く母親として保
護者の方々と共有できる事もあるのではないかと思っ
ています。子どもたち一人ひとりに寄り添い、成長を
保護者の皆さんに伝えられるよう心がけています。
　「今日も一日楽しかったな」「明日は何をして遊ぼう
かな」と満足感を持って一日を終える事ができるよう、
一日一日を大切に子どもたちと過ごしていきたいと　
思います。

14：30 ～ 筏井クラブ長と子どもたち 
児童迎え入れ
　学校での楽しかった出来事や悔しかった事など、い
ろいろな気持ちを抱えて帰ってくる子どもたち。「た
だいま」の声・表情から子どもたちの様子をうかがい
います。

生活習慣
　クラブに帰ってきたら、
荷物をロッカーにしまい、
手洗い、うがいをするよう
呼びかけます。学校の宿題
があるかどうかの声をかけ
ます。

おやつ
　クラブでは季節の果物や
行事食など工夫をし、子ど
もたちが喜ぶ手作りおやつ
を心がけています。　　食
育も意識し、仲間と一緒に
食べる楽しい時間となるよ
うに関わります。

自由活動
　室内では、将棋やブロッ
ク、ボードゲーム等、外で
は地域の公園に出かけて鬼
ごっこや固定遊具で遊ぶ等、
子どもたちは自由に遊びを
選び楽しんでいます。この
他にも、けん玉等の伝承遊

びや季節に応じた工作も取り組みとして行っていま
す。指導員も子どもたちと一緒に遊ぶ中で、けん玉の
技や遊びのコツを教えたり、遊びを盛り上げたりする
事もあります。
　また、遊びの中から仲間との関わり方を学ぶ事がで
きるよう支援をしています。時には、けんかをしてし
まう事もありますが、子どもたちの成長には大切な事
と考え、１人ひとりと関わっています。
保護者お迎え
　仕事から帰ってきた保護
者にその日にあった事を　
お話します。保護者の方々
と子どもたちの成長を共有
しあう大切な時間です。子
どもたちが「まだ遊びた
い！」と言うのは、安心し
て保護者のお迎えを待って
いる証拠。また明日も元気にクラブに来る事ができる
よう「さようなら」と送り出します。

ク ラ ブ 長  ・ 常 勤 指 導 員 の 一 日

クラブの子どもたち
と過ごす毎日は、楽
し い 事 や 嬉 し い 事、
新しい発見がいっぱ
いあります！
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～「誕生会」の巻～ ～ つくしんぼ児童クラブ（大越小学校区）～

児童クラブの生活
通常授業日 学校休業日

8:00 クラブ開所

9:00 学習時間

10:00 自由活動

クラブ開所
12:00 昼食

13:00

自由活動 14:00 自由活動

おやつ 15:00 おやつ

自由活動 16:00 自由活動

帰宅準備 17:00 帰宅準備

延長指導（登録児童） 18:00 延長指導（登録児童）

クラブ閉所 19:00 クラブ閉所

みらぞう君が児童クラブにやってきた! ⑧

とても楽しくてあたたかい誕生会。
誕生月のお友だちおめでとう！

誕生月の人がリクエストしたおや
つをみんなで食べるよ！今月のリ
クエストは「アイス」だったよ

班対抗のゲームで盛り上がるつくしん
ぼのみんな

「好きな色は？」「好きなアニメは？」
など、お友だちからの質問に、誕生
月の人が答えていました

　今回みらぞうは、大越小学校区にある「つ
くしんぼ児童クラブ」を訪れました。今日は
誕生会があるそうです。
　誕生会は、誕生月の友だちを児童クラブの
仲間がお祝いする会です。
　つくしんぼ児童クラブの誕生会は、誕生月
のお友だちからのリクエストおやつを食べて
いました。特別なおやつにみんな嬉しそう！
おやつを食べ終わった後は誕生月のお友だち
が前に立ち、クラブのみんなが質問をしてい
ました。みんなからの質問を受けて答えるお
友だちは誇らしげです♪「楽しむ事がみんな
からのお祝いになるんだよ」とクラブ長の思
いを教えてもらいました。その後のゲームは
その言葉通りみんなで大盛り上がりでした。
子どもたちの笑い声があふれる誕生会に、お
祝いされるお友だちもお祝いするお友だち
もみんな笑顔になれる誕生会って素敵だなと
思ったみらぞうでした。

みらぞう君、次はどこのクラブに !?
お楽しみに♪

自由活動
けん玉、コマなどの伝承
遊びや、一輪車、なわと
び、鬼ごっこ、工作、手
芸など、好きな遊びをし
ます。時には集団で遊び
ます。

おやつ
おいしいおやつはもちろん、
友だちとの会話が楽しい時
間にもなっています。

元気に楽しく毎日を送れるよ
う、生活リズムを整え、子ども
たちが１日の見通しを持って過
ごせるように心がけています。

※ 1 日の生活はクラブによって多
少異なる場合があります。

短縮授業時は
10：30

開所です。
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〒 251-0054
藤沢市朝日町 10-8　藤沢青少年会館内

放課後児童育成課
TEL　0466-21-6709
FAX　0466-28-0009
URL　https://www.f-mirai.jp
E-mail　jidouclub@f-mirai.jp  

　夏休み・冬休み・春休みといった長期休業日を利用して、
近隣の児童クラブが集まり、遊びのクラブ間交流が開催
される事があります。先の冬休み初日である12月25日。
長後小学校区にあるさくらんぼ児童クラブとすまいる児
童クラブがクラブ間交流を行いました。この日は「かるた」
「けん玉」「トランプ（神経衰弱）」の３つの遊びで交流です。
　児童クラブでは日頃から４年生を上級生の代表として
「リーダー」と呼んでいます。日頃リーダーは自分のクラ
ブの行事や取り組みの中で意見を出したり、中心となっ
て下級生に声をかけたりします。今回の交流では、4 年
生が自分のクラブだけではなく、他のクラブのリーダー
と協力し合い楽しい会を作り上げ活躍できる場としまし
た。３つの遊びのエリアは 4 年生が中心となり進行をし
てもらい、遊びの審判や次の試合への声かけ等の役割を
担ってくれました。会終了後 4 年生に感想を聞いてみる
と「審判をやってみて、違うクラブの強さが分かった！」
「みんなが頑張っていて良かった」と会全体を意識して参
加できた感想が聞けました。他クラブとの交流で普段と
は違った中で前に出る機会が 4 年生の良い経験になった
ようです。

編集後記

～クラブ間交流にて～
4年生が活躍!!

令和２年度

　児童クラブ集会

報告
財団10周年記念
　ポスター決定！

開催のお知らせ

日時：2020年６月20日（土）
場所：大道小学校体育館

　全 68 作品の中から最
優秀賞が外園哲子さんに
決定いたしました。当財
団の管理する施設で掲示
するともに、様々な場面
で活用していきます。

児童クラブ集会とは…
　保護者・地域の関係者・指導員が一堂に会し「子
どもが真ん中育て合い」をテーマに子育てについて
考える会です。基調講演や意見交換等を行います。
是非ご参加ください。

　令和という新しい時代を迎えた今年度。「またあ
した」は児童、保護者、指導員の声が届く紙面作り
を目指して発行してまいりました。時代が変わって
も子どもの成長や親の願いは不変なものである一
方、目まぐるしい社会の流れや環境の変化に奮闘さ
れているご家庭も多いと思います。そんな中でこの
紙面が子育てを喜び合えるものになっていれば…。
担当として嬉しく思います。

またあした編集担当
はばたき児童クラブ：十鳥　麦の子児童クラブ：上村
なかさと児童クラブ：中村　さくらんぼ児童クラブ：高橋
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