平成３０年度 北海道地域子ども会育成研究協議会 開催要綱
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、
どう実践に結びつ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３０年１０月６日（土）～７日（日）

３．会

場

釧路町公民館大会議室
〒088-2143 釧路郡釧路町河畔 7 丁目 52－1 ℡：0154-62-2137

４．主

催

一般社団法人 北海道子ども会育成連合会
公益社団法人 全国子ども会連合会

５．共

催

釧路町教育委員会・釧路町スポーツでまちを元気に推進委員会

６．主

管

釧路地区地域子ども会育成連絡協議会
釧路町青少年育成協会子ども会

７．後
援
（予定）

内閣府・厚生労働省・文部科学省
北海道・北海道教育委員会・釧路町・社会福祉法人北海道社会福祉協議会
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釧路放送局・北海道放送株式会社・北海道テレビ放送株式会社
札幌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

８．協
賛
（予定）

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

９．参 加 者

１０．参 加 費

定員 150 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
（１）参加費（資料代） ２，５００円
（２）宿泊費（下記のプリンスホテルのみ先着 40 室、それ以外は各自お取り下さい）
・宿泊のあっせんは次のとおりですので、希望される方は参加申込書に記載の
うえ、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ことを予めご了承ください。
釧路プリンスホテル（〒085-8581 釧路市幸町 7 丁目 1 ℡0154-31-1111）
・シングル
10,000 円（1 泊・朝食付き、税込み）
・ツイン
9,500 円（1 泊・朝食付き、税込み）
※宿泊あっせんを希望される場合は、
9 月 7 日までに参加申込書の提出をお願い
します。
（３）情報交換会会費
５，５００円
会場：釧路プリンスホテル（〒085-8581 釧路市幸町 7 丁目 1 ℡0154-31-1111）

１１．日

程
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受付

10月６日（土）

開
記念講演

10月７日（日）

場

１２．内

開会式
表彰式

情報交換会

休

事例発表

全体協議会

移動

憩

釧路プリンスホテル

閉
会
式

容

メインテーマ： 「子ども会活動を続けるために必要な仕組みとは」
●１日目（１０月６日）
（１）事例発表 １３時３０分～１５時００分
ア 事例①
事例内容：地域の有志による伝統文化を支える仕組み
発 表 者：浜中町かるた協会 名誉会長 熊谷 康浩 氏
イ 事例②
事例内容：元気いっぱい！僕らの旅「アドベンチャーツーリング」を通して
発 表 者：弟子屈町未来こども協議会 事業部長 奥村 利之 氏
ウ 事例③
事例内容：子ども食堂の活動から見えてきたこと
発 表 者：きずなネットワーク（釧路町） 代表 加藤 眞緒 氏
（２）全体協議会 １５時１０分～１６時４０分
グループワーク
「次の５０年を展望する」～これからも子ども会活動を続けるための秘策を練る～

□□ 情報交換会への移動 □□
公共交通機関を利用して協議会に参加される場合、情報交換会への移動がＪＲ・路線バスでは、
ともに開始時間(18 時 00 分)に間に合わないため、釧路町の公用車（定員 8 名）で釧路プリンス
ホテルまでお送りします。
利用される場合は、参加申込みの際にお知らせください。

●２日目（１０月７日）
（３）記念講演 １０時３０分～１２時００分
演題：（仮）「心に響くコミュニケーション ペップトーク
～やる気を引き出す魔法の言葉～」
講師：一般財団法人 日本ペップトーク普及協会
代表理事 岩

崎 由 純

氏

＜プロフィール＞
【学歴等】
山口県岩国市周東町出身。山口県立高森高等学校を経て、日本体育大学体育学部体育学科を卒業後、アメリカ合衆国
シラキューズ大学大学院専攻科に留学、体育学（アスレティック・トレーニング）を専攻。
【経験・職歴】
１９８４～８５年

オリンピックセンター（コロラド・スプリングス）

１９８５年夏

ＮＦＬフィラデルフィア・イーグルス

１９８６～８９年

ＮＥＣバレーボール部アスレティック・トレーナー

１９８９～９０年

全日本ジュニア・バレーボールチーム帯同トレーナー

１９９１～９２年

全日本バレーボールチーム（バルセロナ五輪）

２００９～１０年

ＮＥＣレッドロケッツ メディカル・アドバイザー

２０１０年～現在

ＮＥＣレッドロケッツ コンディショニングアドバイザー

【主な著書、ビデオなど】
・想いが伝わるペップトーク（いまじにあ出版）２０１２年８月
・やる気をなくす悪魔の言葉 VS やる気を起こす魔法の言葉（中央経済社）２０１２年６月
・心に響くコミュニケーション『ペップトーク』（中央経済社）２０１０年１１月
・子どものココロを育てるコミュニケーション術（東邦出版）２０１０年１０月
・図解最先端テーピング術（東邦出版）２０１０年９月
・[DVD]岩崎トレーナーのテーピングテクニックの全て（医道の日本社）２００８年
・コア・コンディショニングとコアセラピー（監修）（講談社）
・新版トレーナーズ・バイブル（翻訳）（医道の日本社）２００７年３月
・ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑﾄﾞｸﾀｰ・ﾄﾚｰﾅｰが書いた種目別スポーツ障害の診療（編著）（南江堂）２００７年

１３．参加申込方法
参加を希望する方は、所属団体（市町村子連）を通じて、参加費及び情報交換会費を添えて、申
込期限である９月１８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。
・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）
添付の振込用紙にて送金する場合は手数料はかかりません。
・送金先 ※銀行振り込みの場合（手数料は各自でご負担下さい）
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 会長 朝日 照夫

１４．その他
(１） 本研究協議会の参加者は、原則、安全共済会に加入して頂きます。加入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、以降の会場図をご参照ください。
（３） 講演は道民カレッジ連携講座です。
（４） キャンセルについて
申込期限(9 月 18 日)以降のキャンセルについて、参加料は返金いたしませんのでご了承下さい。
また、
情報交換会費及び宿泊費は、
9 月 25 日(月)までに御連絡いただいた場合のみ返金致します。

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/

〒088-2143

釧路郡釧路町河畔 7 丁目 52-1
TEL0154-62-2137
釧路町公民館

平成３０年度 北海道地域子ども会育成研究協議会 会場図

●研修室
・大会本部
・関係者控室

●受付

・来賓・表彰
・一般
・一村一品

●講師控室
・実例発表者
・記念講演講師

●協議会会場
・開会式
・表彰式
・実例発表
・全体協議会
・記念講演

【釧路市との公共交通機関】

※関係部分抜粋

（１）鉄道の場合 釧網本線
ＪＲ釧路駅

⇔
11 分

ＪＲ遠矢駅

⇔
釧路町公民館
徒歩 17 分

■釧路駅⇒遠矢駅

8 時 57 分発
14 時 14 分発

9 時 08 分着
14 時 24 分着

■遠矢駅⇒釧路駅

13 時 19 分発
18 時 33 分発

13 時 33 分着
18 時 46 分着

（２）路線バスの場合 ３５ 遠矢線
釧路駅前バスターミナル
②のりば

⇔
25 分

河畔団地

⇔
徒歩 1 分

釧路町公民館

■釧路駅前⇒河畔団地

10 時 00 分発
12 時 00 分発

10 時 25 分着
12 時 25 分着

■河畔団地⇒釧路駅前

13 時 16 分発
17 時 16 分発

13 時 50 分着
17 時 50 分着

