
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:45 集合・準備 

11:00 全体打合せ・設営 

12:45 開場・受付・開会式 

13:00～15:00 開園 

 （途中イベント有） 

15:00 閉会式・閉園 

      

【明第一・明第二地区について】  

 

 

【活動について】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】 

手芸教室（５月・文化部）、スポーツ大会（8 月・スポーツ部）、キャンプ大会（8 月・野外部）等 

【所管課】松戸市 子ども部 子どもわかもの課 

       〒271-0072 松戸市竹ヶ花 74-３ 中央保険福祉センター内 

℡: 047-366-7464  

E-mail: mckowaka@city.matsudo.chiba.jp 

前身であるチャレンジランキング同様、廃材を使ったミニゲーム（缶釣り、ホース輪投げ、ペッ

トボトルボウリング、ラダーゲッタなど）を親子で体験していただくイベントです。今年度はカル

タやメンコなどの昔遊びや他団体との連携により例年より多様な種目を体験していただけました。 

日時：平成２９年２月２５日（土）                                       

場所：松戸市運動公園体育館 

参加対象・人数：小中学生（約２００名） 

参加青少年相談員数：２０名 

 

 支部の青少年相談員人数が減少したため、例年どおりイベントが開催できるか、別のイベン

トに変更するか検討する中、「毎年、楽しみにしている子どもたちがいる」ことを聞き、規模を

小さくしてでもやることになりました。他支部の青少年相談員、他団体のみなさんにもご協力

いただき、無事開催することができ、子どもたちも楽しんでいたようです。 

 人数や予算に制限のあるボランティア活動ですが、皆さんの協力や知恵により「できる人が、

できる時に、できる事を」を体現したイベントになったと感じることができました。 

ここが Point！ 

松戸市青少年相談員連絡協議会「ミニちゃれらん 縁日スペシャル」 

（明第一・明第二地区による主催事業） 

親子で遊べる 「もったいない！」                        

参加した子どもたちの感想 

・たのしかった～。・もう一度やりたい。 

・うまくできなくてくやしぃ～。 

・ありがとうございます。 

青少年相談員の感想 

・無事に開催できてよかった。 

・ほのぼのとしていて楽しめました。 

・楽しんでいる子どもたちが多くてよかった。 

明地区は、中学校３校、小学校７校の広範囲な地区を第一、第二に分かれ、青少年相談員 

約 15 名で活動しています。 



 

          

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                 

 

 

 

 

 

 

【関宿地域について】  

平成 15 年に旧野田市と旧関宿町が合併し、新生野田市青少年相談員連絡協議会が誕生しました。

以降については、中央Ⅰ、中央Ⅱ、東部、南部、北部、川間、福田、関宿の８地域にわかれ活動     

しており、関宿地域は 20 名の青少年相談員が活動に携わっています。 

【活動について】  

月１回程度の関宿地域定例会議を開催し、関宿地域事業、野田市全体事業、野田市各団体協力  

事業と様々な事業に積極的に参加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】 

青少年相談員ＣＵＰドッジボール大会（2 月）、柔剣道大会（４月）、こどもまつり（10 月）、 

環境浄化活動（12 月）や各地域事業にも積極的に参加しています。 

【所管課】野田市教育委員会生涯学習部青少年課 

 〒278-0006 野田市柳沢 53 ℡: 04-7125-2639 E-mail: seishounen@mail.city.noda.chiba.jp 

 

・関宿地域青少年相談員より、委員長、副委員長、バス長、班長を選出し、準備運営にあた

ります。 

・募集対象は、関宿地域４小学校の４・５・６年生で、募集プリントを学校より対象全児童

に配布しています。 

・毎年、受付日は早朝より行列となり、募集数はあっという間にいっぱいとなります。 

・当日は７：30 に集合し、野田市のバス２台に乗車し、日光までの車中、自己紹介やビンゴ

ゲーム等を開催し他校児童間と青少年相談員との交流を深めます。 

・スケートの実施時間は昼食(お弁当)を含め３時間半程度で、現地ボランティアの指導を 

仰ぎ、はじめての児童もほぼ全員滑れるようになります。 

ここが Point！ 

野田市青少年相談員連絡協議会「第３４回スケートで 

（関宿地域による主催事業）        遊ぼう‼」 

新体験‼ ☆仲間作り ☆絆作り 

日時：毎年１月 第３土曜日 開催                                       

場所：日光霧降高原アイスアリーナ 

参加人数：関宿地域小学生（７０名程度） 

参加青少年相談員数：１５名程度 

参加した子どもたちの感想 

・初めてのスケート、滑れるか不安でした

が、滑れるようになって良かったです。

とても楽しかったです。 

青少年相談員の感想 

・子どもたちに引っ張られてのスケートリ

ンクは怖かったですが、子どもたちの 

笑顔に癒されました。 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活動について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】  

夏のつどい オーバーナイトハイク（８月・中学生対象）、広報誌の発行（年３回）、全体研修会

（ＡＥＤ研修、学区対抗ニュースポーツ大会等）、柏市民かるた大会（共催）、各中学校区での    

学区活動、青少年健全育成推進協議会への活動協力 

 

【所管課】柏市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

  〒277-8503 柏市大島田 48-1（沼南庁舎 3 階） ℡: 04-7191-7393 

Web-Site: http://www.kashiwa-soudanin.org     E-Mail: shogaigakushu@city.kashiwa.chiba.jp 

 

柏市青少年相談員の各中学校区（20 学区）がそれぞれブースを担当、創意工夫を凝らした

さまざまな活動を用意して子どもたちを迎えます。今年は「自然」をテーマとして海や川、  

山などを意識した装飾を施し楽しい気分で会場内を移動できるようにしました。 

参加するすべての子どもたちが思いっきり遊べるように。より多くの子どもたちの笑顔に 

会いたい。私たち青少年相談員はそんな思いでこの「わんぱくこども祭り」を開催しています。 

ここが Point！ 

柏市青少年相談員連絡協議会「こどものつどい わんぱくこども祭り」 

できるかな？     より多くの 
やってみよう！    子どもたちの笑顔に                        

日時：平成２８年１１月２６日（土）～２７日(日)                                       

場所：柏市青少年センター 

参加対象・人数： 

 市内小学生 

（のべ１，１７９名） 

参加青少年相談員数： 

１７０名 

参加した子どもたちや保護者の感想 

・バッジが可愛かったです。 

・いろいろな体験ができて良かったです。 

・来年もたくさんのことをやりたい。 

・毎年楽しみにしています。 

・小学生の遊び場が少ないので、このよう

なイベントがあると助かります。 

青少年相談員の感想 

・柏市青少年相談員の熱意を感じた。 

・子どもとの会話も楽しい。 

・素直な子が多かった。 

・大人から子どもまで楽しめたと思う。 

・いろいろと改善点が見えた。来年は  

もっとやれる！ 

『わんぱくこども祭り』は市内の小学生を対象に

さまざまな創作活動や体験活動を楽しんでいただ

ける恒例のイベントです。今回は第 10 回記念と

いうことで缶バッジを作成しました。 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

８:30 相談員集合 

９:00～ 9:15 受付 

９:15～ ９:40 全体説明及び移動 

９:40～10:30 建設中住宅現場見学 

10:30～10:50 移動及び休憩 

10:50～12:30 イス作り説明 

及びイス作り 

12:30 集合写真、解散 

【中央地区について】 

 

 
 
【活動について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【その他の事業】 

主催事業：チャレンジキャンプ（７月）、チャレンジゲーム in 流山（２月）、 

協力事業：流山ロードレース大会（10 月）、青少年社会環境浄化事業（12 月）、 

親子たこあげ大会（１月） 

【所管課】流山市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

      〒270-0192 流山市平和台 1-1-1 ℡: 04-7150-6106 

                 E-mail: shougaigakushu@city.nagareyama.chiba.jp 

               「父になるなら流山、母になるなら流山」のスローガンの元、 

子育て世代が増え、特にこの中央地区（おおたかの森周辺）は

毎日風景が変わるくらい急速に発展しています。地元住宅メーカーと協力し、私たちの街づく

りをリアルに感じてもらえるよう、現在建設中の住宅建設現場を見学したり、日常では体験す

ることのできない職業体験の場を提供することにより、多くの参加者を集めることができまし

た。また、企業の協賛を受けて事業を実施することにより、少ない予算で質の高い事業を行う

ことができました。 

流山市青少年相談員連絡協議会「大工さんと作る☆イス作り工作教室」 

（中央地区による主催事業） 

お家ができるまで「知っているようで知らない、大工さんのお仕事」 

日時：平成２８年１１月２０日（日）                                       

場所：流山市おおたかの森センター 

参加対象･人数：市内中央地区の小学生の親子（２０組） 

参加青少年相談員数：１０名 

参加者した子どもたちの感想 

・1 から椅子づくりを親子で協力しながら 

作れて楽しかった。自分で作った椅子を持ち

帰れたので嬉しかった。また参加したい。 

 

青少年相談員の感想 

・親子で参加できる地元密着イベントを 

企画することにより、定員の 5 倍を超え

る応募がありました。 

 流山市青少年相談員連絡協議会の「中央地区」では、子どもたちが楽しみながら学べる企画を

今後も随時実施していく予定です。 

 中央地区は、常盤松中学校、西初石中学校、おおたかの森中学校区を対象地区として、青少年  

相談員 16 名で活動しています。

ここが Point！ 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

17:30 相談員集合 

17:30～18:30 事前準備 

18:30～19:00 開場・受付 

19:00～20:30 映画上映 

20:30～21:00 解散・撤収 

                                 

【我孫子支部について】  

 

 

【活動について】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】 

水鉄砲合戦（7 月）、歴史ウォークラリー（9 月）、スカイアドベンチャー＆BBQ（2 月予定） 

 

【所管課】我孫子市教育委員会子ども部子ども支援課 

      〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子 1858  ℡: 04-7185-1111（代表） 

                 E-mail: seishou@city.abiko.chiba.jp 

 

●権利関係がクリアになっていて映画会で上映可能なコンテンツを探すことが重要です。 

 （県、市区町村、企業などが持っているフィルムライブラリーを活用） 

●上記ライブラリーの映写機やフィルムは管理状態の悪いものが有るので注意が必要です。 

 （場合によっては液晶プロジェクターに切り替えられるようダブルスタンバイ） 

●青少年相談員の人数が少なくても開催可能です。 

ここが Point！ 

我孫子市青少年相談員連絡協議会「こども映画会 我孫子」 

（我孫子支部による主催事業） 

 映写機でフィルムの映画を観よう！                        

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

場所：市立根戸小学校 体育館 

参加対象・人数：根戸小在校生 

（１５０名） 

参加青少年相談員数： ８名 

参加者した子どもたちの感想 

・フィルムが回っているところを初めて 

見た。映写機の後ろにも映像が映って 

いてきれいだった。 

 

青少年相談員の感想 

・液晶と比べてフィルム独特の風合いが 

良かった。子どもたちが思いのほか映写

機に食いついていたので驚いた。 

我孫子支部では対象地区の我孫子第一小、我孫子第四小、根戸小、並木小の 4 校の児童を対象

に、児童の交流および社会貢献参加を目的に年 2～4 回の支部主催事業を開催しております。

我孫子支部は、市内小学校 4 校区を対象地区として、青少年相談員 14 名で活動しています。



 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

13:00 集合 

13:15～16:00 段ボールハウス作り 

16:00～19:00 カレー作り・夕食 

20:00～20:30 花火 

22:00～6:00 就寝 

7:00～7:30 朝食 

7:30～9:00 段ボールハウス解体 

９:00 解散 

  

【活動について】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事業】 

市連協事業：オーバーナイトハイキング（９月）、ＴＡＧ鬼ごっこ（12 月）※しっぽ取りゲーム 

学 区 事 業：ウォーターバトル（8 月）、ドッチビー（10 月）、ミニ運動会（11 月）、ゲームで

カレーを作ろう会（２月）、みんなで遊ぼう会（年３回）など 

【所管課】鎌ケ谷市教育委員会生涯学習部生涯学習推進課 

      〒273-0101 鎌ケ谷市富岡 2-6-1 ℡: 047-498-6101 

                 E-mail: syougaku@city.kamagaya.chiba.jp 

 

子どもたちの創造力には、いつも脱帽するばかりです。体育館いっぱいに建てられた段ボー

ルハウスは、玄関や窓、屋根があります。子どもたちの中には、家具まで作る強者まで・・・。

体育館に一歩踏み入れると、小さな街がそこには広がっています。 

夕食は、定番のカレーライスです。学年ごとに食材を洗う係、切る係など子どもたち全員で 

作るカレーライスの味は格別で、毎年楽しみの一つでもあります。 

ここが Point！ 

鎌ケ谷市青少年相談員連絡協議会「段ボールお泊り会」 

（第三中学校地区による主催事業） 

夢のマイホームづくり♪ 

日時：平成２９年７月８日（土）～９日（日）                                       

場所：北部小学校体育館 

参加対象・人数：小学生（５０名） 

参加青少年相談員数：１０名 

参加した子どもたちの感想 

・学校に泊まれるのが楽しい。 

・作った家をぶっ壊すのが気持ちいい。 

・自分たちが作ったカレーが美味しい。 

青少年相談員の感想 

・段ボール集めが大変ですが、子どもたちが

試行錯誤しながら家づくりするのを見て 

いると、毎年驚かされます！ 

 段ボールお泊り会は、年々申込者が増えているメイン事業です。この事業のほか、夏休み工作

教室や特大スゴロクなど、趣向を凝らした事業を展開しています。また、児童センター等のお祭

りにも参加し、地域の一員として活動を行っています。

【第三中学校地区について】 

第三中学校地区は、北部小学校、西部小学校区の 

10 人の青少年相談員で活動しています。 


