
 

          

 

 

 

表彰式 事業スケジュール  

日時： 平成２９年７月１日（土）午前９時３０分 4 月中旬～5 月上旬 作品募集 

場所： 市役所５階大会議室 5 月中旬～下旬 選考会 

参加対象：市内の小学５・６年生及び中学生の受賞者 6 月４日 冊子作成 

参加相談員数：５１名 7 月１日 表彰式 

  7 月２８日 標語看板作製 

  8 月中 入賞作品展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看板作成の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】 

子ども紙ヒコーキ大会（5 月）、市スポレクデー支援（6 月）、 

夏の交通安全教室（７月）、環境浄化パトロール（8 月、3 月）、 

防犯教室（10 月）、市民駅伝大会支援（1 月）、ウォークラリー 

大会（2 月） 

 

【所管課】東金市教育委員会教育部生涯学習課 

      〒283-8511 東金市東岩崎 1－1   

℡: 0475-50-1205  E-mail: syogai@city.togane.lg.jp 

 

・作品集、看板は青少年相談員による手づくりです。 

・子どもたちが健全育成について標語を考案すること

で、自らをふりかえる契機としてもらい、また、優秀

作品を看板にして学校前に掲出することで、地域全体

で子どもたちを育てる意識を啓発します。平成２９年

度は「コミュニケーション」をテーマに作品募集を 

行い、1,958 点の応募がありました。 

 

ここが Point！ 

東金市青少年相談員連絡協議会「青少年健全育成標語」 

みんなで考える青少年健全育成 

【活動について】 

小学５・６年生、中学生から青少年の健全育成に関する標語を募集しております。 

 応募のあった作品の中から教育長及び青少年相談員が選考します。教育長賞・優秀賞・入選に 

選ばれた作品については、表彰式にて表彰し、入賞作品集に掲載します。 

 また、教育長賞の作品については参加賞として配布する「花の種」のパッケージに印字し、 

教育長賞及び優秀賞の作品については看板を作成して市内の各小中学校で１年間掲示します。 

 

受賞者全員で記念撮影 

看板作成の様子 

 

標語看板 

 

標語作品集 



 

          

 

 

 

 

 

 

                           

 

13:00～ 開村式 

13:30～18:30 テント設営、夕食 

19:00～20:00 キャンプファイヤー 

20:00～21:00 きもだめし 

6:00～ 9:00 起床、朝食 

10:00～13:00 勾玉作り、昼食 

13:30～14:30 班対抗クイズ大会 

14:30～ 閉村式 

【活動について】 

  星の村キャンプは、山武市青少年相談員連絡協議会主催事業として今年で 12 回目を迎えました。 

 市内の小学校５・６年生を対象に募集を行い、事前研修会を１回開催してキャンプの目的意識を  

高めました。参加児童は班編成により行動し、テント設営や夕食作りを協力して行いました。 

  目的のひとつでもある、協力性・自主性を多いに高めることができ、青少年相談員はサポートする 

ことに徹しました。夕食後は、キャンプファイヤーを囲みながら大声で歌い、きもだめしでは青少年   

相談員がおばけに扮して子どもたちを楽しませました。 

  他の学校の児童との交流も深められ、参加者全員が楽しい時間をすごしました。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】  

山武市青少年つどい大会（６月）、広報紙の発行（年１回） 

協力事業 未来への道 1000 ㎞縦断リレー（８月）、山武市民体育祭（10 月） 

     さんむロードレース大会（11 月）、さんむスプリングフェスタ（３月） 

【所管課】山武市教育委員会教育部生涯学習課 

      〒289-1324 山武市殿台 279-1  ℡: 0475-80-1451 

                 E-mail: shogaigakushu@city.sammu.lg.jp 

 

他の学校・学年でグループ編成することにより、いつもの学校生活と違った環境での団体 

活動や学校・学年を超えた子どもたちの交流が深められました。 

日時：平成２９年７月２２日（土）～２３日（日） 

場所：さんぶの森公園 

参加対象・人数：小学５・６年生（１７０名） 

参加青少年相談員数：４９名 

参加した子どもたちの感想 

・テントを張るのが大変だった。 

・カレーを作るのは大変だけど、美味しく

できてよかった。 

 

 

                力を合わせて 

                テント設営 

 

 

 

 

 

キャンプファイヤー 

 ♪燃えろよ 

  燃えろ～よ♪ 

青少年相談員の感想 

・170 名の素敵な笑顔が見られてとても嬉し

かったです。 

・みんなの笑顔で疲れた身体が癒されました。 

ここが Point！ 

山武市青少年相談員連絡協議会「星の村キャンプ」 

団体生活から生まれる友達の輪 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

＜主なスケジュール＞ 

8:15 市役所出発 

9:30 江川海岸到着 

9:30～14:00 潮干狩り（昼食含む） 

14:00 江川海岸出発 

15:30 市役所到着・解散 

【活動について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】  

青少年健全育成パトロール（７月）、青少年のつどい山武地区大会（１２月） 

新春書初め大会（１月） 

【所管課】大網白里市教育委員会生涯学習課生涯学習班 

      〒299-3292 大網白里市大網 115-2   ℡: 0475-70-0380 

                 E-mail: gakushu@city.oamishirasato.lg.jp 

               

長年、潮干狩り大会を開催してきたものの、地球温暖化による海水温度の上昇等が考え

られるようですが、採れるあさりの量が以前より減ってきたように感じます。 

大勢の参加者に楽しんでもらいたいことから、来年度以降は開催時期をもう少し早める

等の検討をしていきたいと思います。また、せっかくの機会なので地球温暖化といった環

境問題にも子どもたちが触れる機会に出来たらと考えています。 

大網白里市青少年相談員連絡協議会「 潮干狩り大会 」 

 浜辺の生き物に会いに行こう
                     

 

日時：平成２９年７月９日（日）                                       

場所：木更津市江川海岸   

参加対象：市内小・中学生とその家族 

参加人数：８３名（うち児童等５３名） 

参加青少年相談員・事務局数：９名 

参加した子どもたちの感想 

・カニやくらげを捕まえることができて、

楽しかったです。また、参加します。 

青少年相談員の感想 

・赤エイによる食害であさりがあまり取れ

ず、非常に残念でした。今後、開催時期を

早める等の検討をしたいと思います。 

この潮干狩り大会は市の青少年相談員主催事業の中でも、最も歴史のある事業で、私たち青

少年相談員にとっても先輩方から引き継いできた思い入れのある事業となっています。 

 市内の小・中学生と保護者を対象に参加者を募り、大会当日は市役所から大型バスに分乗し

て、木更津市江川海岸の潮干狩場に向かいました。参加者は休憩所にて準備や食事をとり、浜

風に吹かれながら、地元の海では体験できない潮干狩りを楽しんでいました。 

 私たち青少年相談員は、参加者の受付・引率・潮干狩場での安全確認等を行いました。当日

は天候にも恵まれ、参加者はあさりをお土産にするなど楽しい夏の日の思い出となりました。

ここが Point！ 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                          〈青少年相談員キャンプのスケジュール〉 

                           

 

 

 

 

 

                              

【活動について】 

自然の中での生活体験や自然体験を通して、 

豊かな心とたくましい体を育むことを目的と 

して、町青少年相談員連絡協議会主催の宿泊 

体験学習が平成２６年度より開催されました。 

さんぶの森公園で実施され、平成２８年度は 

町内小学４年生から６年生の９名が参加しま 

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】  

夜間パトロール（夏休み期間）、町民体育祭（10 月）   

 

【所管課】九十九里町教育委員会社会教育係 

      〒283-0195 九十九里町片貝 4099 ℡: 0475-70-3192 

                 E-mail: syakai@town.kujukuri.chiba.jp 

10:30～10:40 開講式 

10:40～11:30 テント張り 

11:30～13:30 昼食作り・会食 

13:50～15:00 クラフト 

15:00～18:30 夕食作り・会食 

18:30～19:00 ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ準備 

19:00～20:00 キャンプファイヤー 

20:00～21:00 ナイトウォーク 

21:00～21:30 就寝準備 

21:30～ 就寝 

6:00～ 7:00 起床・ﾗｼﾞｵ体操 

 7:00～ 8:30 朝食 

8:30～10:30 片付け・自由時間 

10:30～11:00 閉講式 

11:40～ 解散 

子どもたちは、普段の生活では体験することのないテント張りや飯盒炊飯に一生  

懸命取り組み、交流を深め合いながらキャンプでの生活を楽しんでいました。 

ここが Point！ 

九十九里町青少年相談員連絡協議会「青少年相談員キャンプ」 

豊かな心とたくましい精神をはぐくむ！       

日時：平成２８年８月２６日（金）～２７日（土）    

場所：さんぶの森公園   

参加対象・人数：小学４年～６年生（９名） 

参加青少年相談員数：４名 

参加した子どもたちの感想 

・とても楽しかった。また来年も参加 

したい！ 

青少年相談員の感想 

・これからも、子どもたちが喜びを共に 

分かち合えるような事業を企画して 

いきたいと考えています。 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

6:50 集合 

7:00～11:30 草刈り作業 

11:30～12:30 昼食 

12:30～15:30 刈った草の収集 

廃棄場所へ運搬 

 【活動について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】  

成田エアポートツーデーマーチの協力＜ウォーキング大会＞（５月）、夏季体験教室を実施（７月）、

国指定史跡清掃を実施＜春季草刈り＞（８月）、町民体育祭の協力（１０月）、国指定史跡清掃を   

実施＜秋季草刈り＞（１１月）、冬季体験教室を実施（３月） 

 

【所管課】芝山町教育委員会教育課社会教育係 

      〒289-1624 山武郡芝山町小池 973  ℡: 0479-77-1861 

                  E-mail: syakyo@town.shibayama.lg.jp 

 

①チームワーク 

史跡が広範囲に及ぶため、一番大事なことがチームワークです。より多くの相談員が出席 

できるように、今年から実施日を毎年の決まり日に設定し全相談員 20 名中 19 名が参加し

ました。事前の会議で手順や危険箇所を確認し、よりスピーディーに、かつ安全に作業できる 

ように準備しました。その結果、昨年より時間を短縮して終了することができました。 

②広報活動 

青少年相談員とこの活動をより多くの方に知っていただくため、町広報紙への活動内容の

掲載や中学生へボランティア募集をしました。 

芝山町青少年相談員連絡協議会「国指定史跡殿塚姫塚清掃」 

地域交流とチームワーク                       

日時：平成２９年８月６日（日）                                       

場所：殿塚・姫塚   

参加青少年相談員数：１９名 

 

青少年相談員の感想 

・特に夏季の清掃活動は体力的に厳しいです。でも、町の青少年相談員が一致団結して作業する

ことで、良いコミュニケーションの場ともなっています。 

・これから少しずつこの活動に地域の方も参加していただき、より多くの方に芝山町やこの   

地域の良さを知ってもらい交流を深めていきたいです。 

芝山町青少年相談員と一部地域の方が力を合わせ、訪れた方々に「殿塚・姫塚」の歴史と史跡 

の素晴らしさを体感していただくことを目的として、夏季（夏休み中）と秋季（はにわ祭り前）

の年２回、史跡の清掃（草刈り作業）を実施しています。 

参加者： 

ここが Point！ 



 横芝光町青少年相談員連絡協議会では、2012 年（17 期）まで少年少女つどい大会としてキャ

ンプ活動を町施設内で行っておりましたが、「子どもたちに沢山の体験をさせたい！」「地元を離れ

て活動をしてみよう！」との事から、青少年相談員一同で話し合い、視察研修を経て 2015 年（18

期）より～小学 6 年生のつどい～「サマーキャンプ in もてぎ」として、新たなキャンプ事業を  

スタートしました。この事業も 4 年目となりますが、地元を離れた自然の中で、1 泊 2 日の共同  

作業の体験やレクリエーションを通じ、地域を超えた交流を深め、集団生活のルールを学ぶことを

目的として実施しています。

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                          〈２日間の活動内容〉 

 

 

                                 

 

 

 

【活動について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】 

青少年を見守り隊夜間防犯パトロール（７月・8 月・12 月）、スキー＆スノボー教室（2 月）、   

小中学校卒業記念品贈呈（3 月）、春のつどい～レクリエーション事業～（3 月）等 

【所管課】横芝光町教育委員会社会文化課 

      〒289-1727 山武郡横芝光町宮川 11907-2  ℡: 0479-84-1358 

       E-mail: shakaibunka@town.yokoshibahikari.chiba.jp、 

１日目 

キャストウォーク 

まいぎり式火おこし体験 

カレー炊飯・テント設営 

キャンプファイヤー 

２日目 
迷宮森殿 ITADAKI 体験 

クイズラリー・ピット体験 

 

「サマーキャンプ in もてぎ」では、栃木県のツインリンクもてぎを会場に 2 日間のキャンプ  

事業を実施しております。もてぎの施設は、森の中での自然体験や生態系を体感できる立体 

迷路、HONDA の歴史を学んだり、車を組み立てるピット体験ができるコレクションホール等、

もてぎならではの活動ができます。それらを取り入れながら、自然豊かなキャンプ場で、青少年

相談員・子どもたちが一体となり、“一緒に活動・一緒に体験”をテーマに、共に学び共に成長

していけるような活動を目指しております。 

ここが Point！ 

横芝光町青少年相談員連絡協議会「サマーキャンプｉｎもてぎ」 

もてぎの森で思いっきり体験・思いっきり活動 

日時：平成２９年８月２７日（日）～２８日（月） 

場所：栃木県 ツインリンクもてぎ                      

参加対象・人数：町内小学６年生（２２名） 

参加青少年相談員数：１０名 

参加した子どもたちの感想 

・ツインリンクもてぎの施設で、新しい友達

と、いつもとは違ういろいろな体験が 

できました。森の中を探検したり、生き物

の観察をしたり、小学校最後の夏を楽し

みました！ 

青少年相談員の感想 

・子どもの頃体験したキャンプを思い出し

ながら、テントの組立てや火おこし体験を

含めたカレー作り等、子ども達とふれあい

ながらの活動はとても貴重な経験となり

ました。


