
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

【その他の事業】 
ふぁみりーグラウンドゴルフ大会（７月）、茂原市つつじマラソン大会（１月）、青少年相談員   
内部研修会（年１回）、夜間特別パトロール（年６回）、「相談員だより(機関紙)」発行（年１回）、
「青翔(会内紙)」発行（年１回） 

【所管課】茂原市教育委員会教育部生涯学習課 
      〒297-8511 茂原市道表 1  ℡: 0475-20-1559 
                  E-mail: gakusyu@city.mobara.chiba.jp 

 
茂原市ソフトボール協会からの協力を頂き、大会日程の調整（子どもたちが出場する大会が

連続しないように）や、大会規則が最新のルールに適用するように確認しています。各チーム
の監督との打合せ等により、納得できる企画にする事、子どもたちが楽しめる内容にすること
が円滑に活動するためのコツだと思います。当日、試合後の記念撮影の時には子どもたち・  
監督・青少年相談員が一体となっていました。 

 

茂原市青少年相談員連絡協議会 
（萩原・東部ブロックによる主催事業）「萩原・東部子供ソフトボール大会」  
（本納・新治・豊岡ブロックによる主催事業）「本納地区少年・少女スポーツ大会」  

仲間との絆で目指せ優勝！ 

日  時：平成２９年７月８日（土） 

会  場：茂原市富士見公園 

参加対象：市内小学生ソフトボールチーム 

参加人数：７０名 

参加青少年相談員数：１０名 

青少年相談員の感想 

・とても暑い日、朝６時半から準備し、  
交代で審判をしました。それでも子ども
たちの真剣なプレーは、時間を忘れてし
まうほど、夢中にさせてくれました。 

日  時：平成２９年６月２４日（土） 

会  場：茂原市市民体育館 

競技内容：ソフトドッジボール 

参加対象：本納地区の小学生 

参加人数：８チーム、１３１名 

参加青少年相談員数：１７名 

参加した子どもたちの感想 

・学校の休み時間に先生や友達みんなと
練習して頑張りました。試合は負け  
ちゃったけど、来年もみんなで参加 
して勝ちたいです。 

 
下準備として、青少年相談員による事前会議（２回）、各小学校関係者（チーム監督、大会   

運営協力者）との合同会議（１回）、ＰＴＡ主体による学校での練習会、参加者の募集があり
ますが、小学校、ＰＴＡ、子ども会の方々からの協力をいただき、青少年相談員との緊密な
連携で企画しています。地域単位で協力して運営することで、青少年相談員と地域の方々、
子どもたちとの距離が縮まり、また参加した子ども同士もスポーツを通じて触れあうことが
できました。 

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

9:00～ 受付開始 

9:30～9:50 開会式 

10:00～14:00 競技時間 

14:45～15:20 閉会式(成績発表･表彰式) 

16:00 解散 

【活動について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】  

長生地区つどい大会（11 月）、ファミリーレクリエーション大会（2 月）、防犯パトロール、 

  協力事業（夏季キャンプ：子ども会主催、8 月）（ハロウィンパレード：子ども会主催、10 月） 

【所管課】一宮町教育委員会 教育課 

      〒299-4301 一宮町一宮 2461  ℡: 0475-42-1416 

                 E-mail: syakai@town.chiba-ichinomiya.lg.jp 

 

ハゼ以外にも、一宮川の河口には川･海の生き物がたくさん生息しており、それらを実際に 

見たり触れたりする良い機会となり、豊かな自然溢れる一宮の魅力を感じられます。 

この体験が、子どもたちの心の原風景となり、大人になっても「ふるさと」を想う気持ちに  

繋がれば、と願っています。 

ここが Point！ 

一宮町青少年相談員連絡協議会「親子ハゼ釣り大会」 

ハゼ釣りを通して、豊かな地域の魅力を再発見

～親子の絆と郷土愛を育む～                 

日時：平成２８年９月１７日（土）                                       

場所：一宮川周辺 

参加対象：町内小学生と保護者 

参加人数：６３名 

参加青少年相談員等の数：１７名 

参加した子どもたちの感想 

・今年は沢山釣れたよ。ハゼだけじゃなく

て、カニも取れたし、フグもいたし、  

あと名前の分かんない魚もいたから、 

後でパパと調べてみるね。また来年も 

絶対参加するからね～！ 

青少年相談員の感想 

・水辺での事業なので、何よりも無事故･ 

安全に配慮しています。自分も参加者と

して、子どもと一緒に楽しみながら活動

ができ、家族の良い思い出になりました。 

平成２８年度で１３回の開催を数える親子ハゼ釣り大会ですが、その時期が近づくと、「今年の

開催はいつですか？申し込みはまだですか？」などのお問合せを頂くほど、参加される子どもや 

保護者の皆さんにもすっかり定着し、親しまれる事業となっております。会場となる一宮川河口 

付近での清掃も兼ねており、「ハゼ釣り」と「清掃」を、親子で協力して行う、といった行事内容       

です。相談員の役割としては、釣り時間終了後、釣果測定、順位決定、表彰式を行います。また、

事業が安全に遂行されるよう、時間内は常に見廻りを行い、その都度参加者への声かけ、交流を  

図り、楽しい一日になるような働きかけをしています。 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                 

 

【活動について】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】 

・小学４年生キッズキャンプ協力（５月） 

・長生地区つどい大会（１１月） 

・雪国あそび隊（１月） 

【所管課】睦沢町教育委員会教育課生涯学習班 

      〒299-4413 睦沢町上之郷 1654－1 ℡: 0475-44-0211 

                 E-mail: taikukan@town.mutsuzawa.lg.jp 

 日時：平成２９年７月２８日（金）～３０日（日） 

（２泊３日） 

場所： 国立中央青少年交流の家 

（静岡県御殿場市） 

参加対象:町内小学４～６年生 

参加人数：４９名（募集５０名） 

参加青少年相談員数：１９名（２０名中） 

 

参加した子どもたちの感想 

・ラフティングは楽しかった。 

・川の水が冷たかった。気持ちよかった。 

・野外炊飯が大変だった。 

 

青少年相談員の感想 

・ラフティングやっているときの子ども 

たちの笑顔が最高でした。 

・３日間天候が悪く、一度も富士山が見られ

なかったのが残念。 

・雨天時の計画をもっとしっかり考えなく

てはいけない。 

 

・５月に小学４年生対象のキッズキャンプを野球場にテントを張って１泊２日キャンプ体験 

をしています。 

・富士川のラフティングは子どもたちに大人気ですが、相談員にも人気があります。「楽しむ」 

ことを合い言葉に実施しています。 

・野外炊飯は子どもたちにほとんどやらせます。班担当の相談員はその班の料理を食べます。 

ここが Point！ 

青少年サマーキャンプは、「自然の中で普段とは異なる生活体験をしながら協働し友情を深め、

奉仕や感謝・自然愛護の心を育てて自立した豊かな人間性を育てる」を目的とし、青少年相談員の

サマーキャンプ実行委員を中心に３ヶ月前から準備をして開催します。活動プログラムとして富士

川のラフティングや富士山の双子山トレッキング、野外炊飯、奉仕活動を計画しましたが、当日は

天気が悪く双子山コースのトレッキングが中止となり雨天用の活動内容の「氷穴」や「いやしの里」

の見学に変更して実施しました。ラフティング活動では日常の生活で体験できない刺激やスリルを

満喫し子どもたちも興奮していました。また、野外炊飯では、なるべく相談員が手伝わずに子ども 

たちに作らせる形をとり食べたときの感想はそれぞれ違い 3 日間で上達していきました。 

睦沢町青少年相談員連絡協議会「青少年サマーキャンプ」 

自然体験をして、友情を深めよう！                        



 

          

 

 

 

 

 

 

                           

 

【活動について】  

 

 

 

 

 

【活動について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】  

会報の発行（年１回）、防犯パトロール（月２回）、ジュニアリーダー養成、子ども祭りへの協力

（青少年育成会主催：10 月）、子どもスキー交流会、その他健全育成事業への協力 

 

【所管課】長生村教育委員会生涯学習課 

      〒299-4336 長生村岩沼 2119  ℡: 0475-32-5100 

                 E-mail: cho-syogai@vill.chosei.lg.jp 

日時：平成２９年８月５日（土）～７日(月)                                       

場所：山梨県 西湖・湖畔キャンプ場 

参加対象・人数：小学校６年生（４８名） 

参加青少年相談員数：１２名 

参加した子どもたちの感想 

・キャンプファイアーで友達と友情を深め

たりしました。朝ごはんなど作るのに 

手こずりましたが上手にできました。 

しっぱいも思い出の一つです。 

青少年相談員の感想 

・毎年恒例の「夏休み子どもキャンプ 

大会」では、子どもたちが協力し合い、

友情を育み、楽しい思い出を作っていま

した。学校では経験できない貴重な機会

となっています。 

 

 顔も名前も知らない他校の生徒との共同作業から宿泊など、二泊三日の短い時間の中では

ありますが友情が生まれ、楽しい夏の思い出となっています。来年には中学生となり、他校

であった友達も一つの中学校で再会します。キャンプ大会での楽しい思い出を抱き、飯盒 

炊さんやレクリエーション技術を習得し中学生ジュニアリーダーと成長し、再びキャンプ 

大会に参加する子どもたちも多く、青少年の育成になくてはならない事業となっています。 

長生村青少年相談員連絡協議会「夏休み子どもキャンプ大会」 

自然に親しみ友情の輪を広げよう                        

毎年恒例の「夏休み子どもキャンプ大会」は、雄大な自然環境の中、村内三つの小学校 6 年生が

互いに協力し合い友情の輪を広げています。 

 キャンプ場ではバンガローに宿泊し、my はし作り、飯盒炊さん、キャンプファイアー、レクリ

エーション、ハイキング、山梨県立リニア見学センターなど楽しく過ごしました。 

 また、長生村では青少年相談員事業独自の中学生ボランティア（ジュニアリーダー）の育成に 

努めています。キャンプ大会を迎えるにあたり、飯盒炊さん実技や安全教育、レクリエーション 

実技の習得などの研修会を行い、良きお兄さん、お姉さんとしてキャンプ大会にも参加していま

ここが Point！ 

西湖前で記念撮影 ｍｙはし作りの様子



 

          

 

 

 

                                 

日  時：平成２８年８月２０日（土）～２２日（月）  

場  所：国立青少年交流の家（静岡県御殿場市） 

対象者：町内３小学校５，６年生（３２名）、中学校１～3 年生（２０名） 

参加相談員：１４名 

 

 

 1 日目  2 日目  3 日目 

8:00 白子町青少年センター出発 8:00 朝食（野外炊事） 6:00 起床 

12:00 キャンプ場へ到着 9:00 富士登山 8:00 朝食（ホットドッグ） 

13:00 開講式、オリエンテーリング 14:30 スタンツ創作 10:00 自由時間 

18:00 夕食（カレーライス） 18:00 夕食（BBQ） 12:00 昼食(バイキング) 

19:00 班別研修 19:00 キャンプファイヤー 13:00 閉講式 

21:00 就寝 22:00 就寝 18:00 白子町青少年センター到着 

 

【活動について】 

今年度で３４回目となる「ふれあいキャンプ大会」は青少年相談員の主催事業として、毎年８月に

実施をしています。 

キャンプ中の主な班別活動は富士登山、食事の自炊、 

キャンプファイヤーで発表するスタンツの創作です。２泊

３日の短い間ですが、楽しみながら協力的・自主的に行動

できるようになり、目に見えて子どもたちの成長がわかり

ました。 

キャンプ最終日に子どもたちに書いてもらう作文には、

「来年はジュニアリーダーとして参加したい」「楽しかっ

た」という声も多く、相談員も主催者としてやりがいの 

ある事業です。 

飯ごう炊飯の様子 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】  

  広報誌の発行（年 1 回）、田植え、稲刈りの体験学習、スキー交流教室の随行 

 

【所管課】白子町教育委員会生涯学習課 

       〒299-4292 千葉県長生郡白子町関 5038-1  ℡: 0475-33-2144 

                  E-mail: syougai@town.shirako.lg.jp 

 

会長を統括とし、班付相談員、登山部門、キャンプ部門等、相談員で各役割を持つことで、

円滑に事業が進められます。 

キャンプを通し、参加した子どもたちは、社会性・協調性を養い、規律・友情・奉仕の精神

を体得し、人と人との心の交流が図れたと思います。 

 

ここが Point！ 

白子町青少年相談員連絡協議会「第 33回ふれあいキャンプ大会」 

自然の中で仲間との絆を深めよう                      

〈主なスケジュール〉 



 

 

 

 

 

 

            
〈スキー教室のスケジュール〉 

時間 1 日目 時間 2 日目 時間 ３日目 

20:00 集合 07:00 起床 06:30 起床 

00:00 ロッヂ到着 07:30 朝食 07:00 朝食 

  09:30 スキー教室 08:30 スキー教室 

  12:00 昼食 12:00 ロッヂ出発 

  13:30 スキー教室 18:30 到着 

  18:30 夕食   

  22:00 就寝   

 

【活動について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】 

長柄町青少年相談員連絡協議会つどい大会（ファミリーバドミントン）（１０月）、 
こどもまつり協力（７月）   

 
【所管課】長柄町教育委員会生涯学習課 
      〒297-0218 千葉県長生郡長柄町桜谷 690   ℡: 0475-35-3242 

E-mail: syougai@town.nagara.chiba.jp 

 

・参加した子どもたち同士が交流をすることにより、友情を深めることができました。 
・初めてでも、楽しくわかりやすいスキー指導を実施することができました。 

ここが Point！ 

日時：平成２９年２月２４日（金）～２６日（日）     

場所：群県水上宝台樹スキー場 

参加対象：小学生４～６年 

人数：３０名（内小学生１５名） 

参加青少年相談員数：１３名 

参加した子どもたちの感想 
・楽しかったので、またスキー教室に参加したい。 
・最初は滑ることができなかったけど、相談員の

人達のおかげで滑れるようになった。 

青少年相談員の感想 
・地域の子どもたちと一緒に滑ることができ 

交流が深まった。 
・子どもがもっと楽しめるようなスキーの企画

をしたい。 

青少年を健全に育てる運動の一環として、小学生を対象に青少年の健全育成に資することを目的
としたスキー実技の指導を行いました。集団生活を通じて連携・協力して行うことで、親睦と友情
を深めました。相談員は参加者が安全に楽しく活動できるように、プログラムの作成・準備・運営
を担当します。 

長柄町青少年相談員連絡協議会「野外活動のつどい（スキー教室）」 

スキーを通じて、友情を深める                       



 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

22 日 8:30 児童集合、出発 

13:00～13:50 大縄跳び 

14:00～14:50 施設見学 

17:45～21:00 キャンプファイヤー 

23 日   

08:10～08:40 規律訓練 

0８:50～10:15 ドッジボール 

1４:２0 町帰着、解散 

【活動について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】  

町美化作業（5 月・12 月）、町民体育祭（10 月）、町民文化祭（11 月）等 

【所管課】長南町教育委員会生涯学習課 

      〒297-0122 長南町長南 2125  ℡: 0475-46-1194                    

E-mail : syakai-kyoiku@town.chonan.chiba.jp 

 

・自衛隊側の受け入れ期間を確認する必要があるため、5 月 GW 頃までは確実な予定を組め 

ないことを留意しておく必要があります。 

・子どもたちはキャンプを通じて、次の行動のために事前に準備を整えておく必要性を学んだ 

り、「気を付け」等の姿勢がきれいになった等の報告をいただいています。  

ここが Point！ 

長南町青少年相談員連絡協議会「長南町ふれあいキャンプ」 

普段できない体験を通じて、友情を深めよう                       

日時：平成２９年７月２２日（土）～２３日（日）     

場所：陸上自衛隊 下志津駐屯地   

参加対象・人数：町内小学生（５３名） 

参加青少年相談員数：１４名 

参加した子どもたちの感想 

・自衛隊担当官の方や皆と一緒に力を合わ

せて頑張ったドッジボールが楽しかっ

たです。           等 

 

青少年相談員の感想 

・今年は非常に暑く、子どもたちや自分た

ちが熱中症にならないか、心配だった。  

等 

長南町では 4８年以上前から自衛隊キャンプ事業を実施しており、途中に中段を挟みつつも青少

年相談員事業として引き継がれ、現在まで続いている町青少年相談員の主要事業です。 

 活動当初は４校の児童の合同で行われ、町の子どもたちの仲間づくりの場を主目的としていまし

た。現在では統合され、１校となりましたが、子どもたちだけで一つのテントで寝泊まりする初め

てのイベントということで、世代を超えて思い出を語りあえる活動となっています。 


