
平成 27 年度 北海道地域子ども会育成研究協議会 開催要項 

 

１．趣  旨  地域における子ども会活動推進に関わる育成・指導上の問題点を明らかにするととも

に望ましい子ども会活動のあり方や現在ある問題解決の具体的な方策について考え、ど

う実践に結び付けていくかを研究協議する。 

また、その成果を道内各地の子ども会活動に反映させ、子ども会活動の充実を図る。 

 

２．期  日  平成 27年 10月３日（土）～４日（日） 

 

３．会  場  士別市民文化センター（〒095-0016 士別市東６条４丁目 電話 0165-23-3121） 

 

４．主  催  公益社団法人 全国子ども会連合会 

         一般社団法人 北海道子ども会育成連合会 

５．主  管  上川地区地域子ども会育成連絡協議会・士別市子ども会育成連絡協議会 

６．後  援  内閣府・厚生労働省・文部科学省 

         北海道・北海道教育委員会・社会福祉法人北海道社会福祉協議会 

         士別市・士別市教育委員会・社会福祉法人士別市社会福祉協議会 

         北海道新聞社・毎日新聞北海道支社・朝日新聞北海道支社・読売新聞北海道支社 

ＮＨＫ旭川放送局・北海道放送株式会社・札幌テレビ放送株式会社  

北海道テレビ放送株式会社・北海道文化放送株式会社・株式会社テレビ北海道 

上川管内社会教育主事会 

７．協  賛  公益財団法人北海道青少年育成協会・公益財団法人北海道生涯学習協会 

         北海道社会教育委員連絡協議会・北海道公民館協会  

一般社団法人北海道町内会連合会・士別市自治会連合会 

 

８．参 加 者  定員 160名 

         参加範囲 ①子ども会育成者・指導者 ②青少年団体関係者 ③社会教育関係者 

              ④ＰＴＡ関係者 ⑤社会福祉協議会 ⑥地域における各種団体関係者 

              ⑦子どもについて関心のある方 

 

９．参 加 費 （１）参加費（資料代） 2,500円（税込） 

        （２）宿泊費 

・宿泊先は、次のとおりです。別紙申込書に希望する宿泊施設や部屋種別、喫煙の

有無をご記入の上、道子連事務局までお申し込みください。なお、先着順となっ

ておりますので、ご希望に沿えない場合がありますのでご了承ください。 

          ①士別グランドホテル（〒095-0013 士別市東３条６丁目 電話 0165-23-1234） 

            ・シングル   6,500円（１泊・朝食付き、税込） 

・ツイン    6,200円（１泊・朝食付き、税込） 

・和室（３人） 7,000円（１泊・朝食付き、税込）  

          ②士別 INN翠月（〒095-0055 士別市南士別町 1871-21 電話 0165-29-2233） 

            ・シングル   6,500円（１泊・朝食付き、税込） 

・ツイン    6,200円（１泊・朝食付き、税込）    



        （３）情報交換会会費  5,500円（税込）※会場は、士別グランドホテルです。 

        注１ 参加は、宿泊を原則とします。 

        注２ 大会会場及び宿泊施設には、無料の駐車場があります。 

        注３ 士別 INN翠月に宿泊される参加者におかれましては、次の移動車両をご用意しま

す。 

           ①１日目 大会会場 17：10発⇒宿泊施設 

                宿泊施設 17：40発⇒情報交換会会場 

           ②２日目 宿泊施設 9：20発⇒大会会場 

注４ 申込期限以降のキャンセルについて、参加費は返金いたしませんのでご了承くだ

さい。また、情報交換会費及び宿泊費は、９月 30 日（水）までにご連絡いただい

た場合のみ返金いたします。 
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    ※1 10月 3日（土）の事例発表の前段に、国立大雪青少年交流の家からお知らせがあります。 

    ※2 10月 4日（日）の閉会式の前段に、北海道教育庁上川教育局からのお知らせがあります。    

 

１１．内  容 

  メインテーマ「子どもをたくましく育む環境づくりを目指して」 

         ～子どもがいきいきと活動するための育成者の関わり方～ 

   （１）事例発表 

     ア．アンケート結果の報告 

        発表者 ：士別市子ども会育成連絡協議会育成委員 井上 久嗣 氏 

     イ．発表者１「子どもにとって魅力ある活動づくりとは」 

        事例内容：「シニアリーダーをめざして！！未来につながるみらい塾」 

        発表者 ：石狩市子ども会育成連絡協議会会長   森田 明 氏 

     ウ．発表者２「子連と単位子ども会との連携とは」 

        事例内容：「効果的な異世代交流とは」 

        発表者 ：恵庭市子ども会育成連合会事務局長   秋野 義弘 氏 

     エ．発表者３「子ども会の役割とは」 

事例内容：「しべつわんぱくフェスティバルを通じて」 

        発表者 ：士別市子ども会育成連絡協議会育成委員 喜多 武彦 氏 

   （２）分科会 

     第１分科会「子どもにとって魅力ある活動づくりとは」 

      ・少子社会が進む中、子ども会に参加する子どもが減少し、従来行ってきた子ども会活動が

停滞している現状があります。そこで、子どもにとってどのような活動が子ども会の魅力



となるのか研究します。 

        助言者：旭川市青少年育成部連絡協議会会長 荒木関 栄 氏 

        提言者：石狩市子ども会育成連絡協議会会長 森田 明 氏 

        司会者：上川管内社会教育主事会     秋山 裕樹 氏（名寄市教育委員会） 

        記録者：上川管内社会教育主事会     森  隆行 氏（音威子府村教育委員会） 

     第２分科会「子連と単位子ども会との連携とは」 

      ・子ども会活動の中で仲間と共に楽しい活動を通して、お互いが切磋琢磨できる場をつくる

ことが重要でありますが、単位子ども会が会員の減少に伴い、活動が停滞してきている中、

子ども会活動の基本である単位子ども会を活性化させるため、子連が単位子ども会とどの

ように連携し、活動を展開していくか研究します。 

助言者：一般社団法人北海道子ども会育成連合会副会長 徳保 喜幸  

        提言者：恵庭市子ども会育成連合会事務局長      秋野 義弘 氏 

        司会者：上川管内社会教育主事会     三上 宰主 氏（美瑛町教育委員会） 

        記録者：上川管内社会教育主事会     中嶋 涼平 氏（愛別町教育委員会） 

 第３分科会「子ども会の役割とは」 

      ・子ども会は発足以来、地域住民の大きな支援と協力により活動を推進してきましたが、子

どもの減少や育成者の不足など活動が停滞している組織もあり、改めて、子ども会の役割

について見直し、子ども会活動を今後どのように再生させていくか研究します。 

助言者：一般社団法人北海道子ども会育成連合会会長  朝日 照夫  

提言者：士別市子ども会育成連絡協議会育成委員    喜多 武彦 氏 

        司会者：上川管内社会教育主事会     谷口 大奨 氏（富良野市教育委員会） 

        記録者：上川管内社会教育主事会     齋藤 具規 氏（南富良野町教育委員会） 

     注１ ご希望の分科会を別紙申込書にご記入ください。なお、会場の都合等により、ご希望に

沿えない場合がありますので、ご了承ください。また、一つの分科会において、参加者が

会場の収容人数を超える場合、２会場に分けて開催する場合があります。 

 

  （３）講演会 

テーマ：「音楽は絆をつくる」 

    講 師：音楽療法士 佐藤 由美子 氏 

    ・ホスピス緩和ケアを専門とする米国認定音楽療法士。 

・障がいや病気を持った子どもや精神的なトラウマを抱える子どもなど多くの人の心を癒して  

きた本人の体験や実例を通じて、音楽療法の魅力や音楽を使った絆のつくり方について、ご講 

演いただきます。 

             

１２．参加申込方法 

  参加を希望する方は、所属団体（市町村子連）を通じて、参加費、宿泊費及び情報交換会費を添え 

て、申込期限である９月 15日（火）必着にて、別紙申込書により道子連事務局へお申込みください。 

 原則としてお支払いは前納にてお願い申し上げます。 

 また、宿泊せず情報交換会にご参加の方も参加費 2,500円と情報交換会費 5,500円を添えて同様に 

別紙の申込書により９月 15日（火）必着にて道子連事務局へお申し込み下さい。 

 

 ＊ 同封の郵便振替用紙をご利用下されば送金手数料はかかりません。なお、現金書留、銀行振込 



  でも受け付けておりますが手数料は各自でご負担下さい。 

 

   ・申込先  一般社団法人北海道子ども会育成連合会 

         〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目 かでる 2.7 ９Ｆ 

               北海道立生涯学習推進センター内（電話・ＦＡＸ 011-271-4152） 

   ・送金先 ※銀行振り込みの場合 

         金融機関    ：北洋銀行 道庁支店 

口座種別及び番号： 普通 0461390 

         口座名義    ：一般社団法人北海道子ども会育成連合会  

 

１３．その他 

  （１）本研究協議会の参加者は、原則、安全共済会の会員のみとなりますので、加入なされていない 

場合は、加入手続きをお済ませの上、お申込みください。 

  （２）会場については、別添資料をご参照ください。 

（３）キャンセルについて 

 申込期限（９月１５日）以降のキャンセルについて、参加費は返金いたしませんのでご 

了承ください。 

また、情報交換会費及び宿泊費は、９月 30日（水）までにご連絡いただいた場合のみ 

返金いたします。 

 

 

お問い合わせ先 

 一般社団法人北海道子ども会育成連合会 

         〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目 かでる 2.7 ９Ｆ 

               北海道立生涯学習推進センター内 （電話・ＦＡＸ 011-271-4152） 

               E-mail:doukoren@yahoo.co.jp 

               http://www.doukoren.com/                


