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ともだちが　わらうとぼくも　うれしいな

【優 秀 賞】
「みんななかよしおひるごはん」

幸松小　１年　岡田 一華

【最優秀賞】
「おたん生日会」

小渕小　４年　白石 惟生

【優 秀 賞】
「遊びの終り」

中野小　５年　高波 柊哉

【優 秀 賞】
「ほっと一息家族の時間」
内牧小　６年　小島 光紗

【優 秀 賞】
「家族との毎日」

粕壁小　５年　加藤 百映香

忙しい毎日の生活の中では、家族みんなが
ふれあう機会も薄れがちです。
そこで、家族みんなが温かくふれあう日として、埼玉
県では毎月第３日曜日を「家庭の日」としています。

【優 秀 賞】
「夏休みの家族の思い出」
宮川小　５年　渡邊　快

令和２年度 青少年育成春日部市民会議

家庭の日ポスターコンクール

青少年育成春日部市民会議だより



青少年の表彰  

読み聞かせ公演会

 

いじめの火　声の消火器　出す勇気

作文コンクール最優秀賞の波多野さん

公演会の様子

　令和２年度「少年の主張作文コンクール」「家庭の日ポスターコンクール」を開催し、入賞した児童、生徒に賞
状と記念品を贈呈しました。各コンクールは、市内小・中・義務教育学校より応募があった作品を選考し、各上位
６作品を青少年育成埼玉県民会議主催のコンクールに応募しています。なお、家庭教育講演会の中で表彰式を予定
していましたが、新型コロナウイルスの影響で中止としました。
【少年の主張作文コンクール】
　募集期間が学校の休校期間と重なる中、たくさんの作品の応募をいただきました。入賞した作文については、作
文集を作成し、市内小・中・義務教育学校にお配りしました。作文集は、市民会議のホームページ（裏面参照）に
掲載していますので是非ご一読ください。
【家庭の日ポスターコンクール】
　表紙に掲載している入賞作品を活用し、「家庭の日」啓発クリアファイルを作成しました。市内の保育施設や小
学校を通じて乳幼児や小学１年生のいるご家庭にお配りする予定です。

　絵本作家で人気読み聞かせ師の「聞かせ屋。けいたろう先生」をお招きし、未就学児を対象に、「聞かせ屋。け
いたろう先生の親子で楽しむおはなし会」を春日部第２児童館グーかすかべにて開催しました。
　ご自身も２児の子育て真っ最中のけいたろう先生の公演は、歌あり、ウクレレあり、クイズあり、クリスマスら
しい鈴の音ありで、子どもたちはたちまち夢中に。子どもが面白いと思う
絵本の選び方や読み聞かせのコツなど参考になるお話もありました。参加
されたお母さん、お父さんからは、家でもっと絵本を読んであげたいとい
った感想が寄せられました。
　読み聞かせによる親子のふれあいは子どもの心の安定につながると言わ
れています。思うように外出ができず、家庭で過ごす時間が多くなってい
ます。この会をきっかけに家庭での読み聞かせの機会が少しでも増えてく
れると嬉しく思います。
「聞かせ屋。けいたろう先生」について、詳しくは先生のホームページを
ご覧ください。　https://kikaseya.jp/

「少年の主張」作文コンクール

最優秀賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

（武里中３年）

（備後小６年）

（立野小６年）

（牛島小６年）

（豊野中２年）

（葛飾中２年）

波 多 野 碧

加 川 結 海

塚田 萌百花

井 澤 琉 斗

天 童 理 翔

久保田 咲彩

「清く。正しく。美しく。」

「今、私達にできること」

「私にできること」

「未来とＳＤＧｓ」

「おかげ様に目を向けて」

「ありがとうの魔法」
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紫外線自動回転照射装置クリーンライザー
ウイルスや細菌対策に、紫外線照射＋オゾンの効果。
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株式会社 アドニス本澤
http://www.adonis-h.co.jp



ライブ配信撮影の様子

してはダメ　自分がされて　イヤなこと

令和３年度かすかべ郷土かるた大会について

悩みを抱えていませんか？

　キッズ・マネー・ステーションより中川裕美子先生を講師にお迎えし、「我が子に、孫に伝えたい　お金の大切
さ　～家庭でできるマネー教育～」と題して講演会を開催しました。
　クレジットカードや電子マネーが普及し、現金がなくても買い物ができる社会は、便利な一方、お金の価値が見
えにくくなっています。講演では、小学校教諭として長く務められた経験談も交えて、子どもとお金、家族の関わ
り方についてわかりやすく解説していただきました。
　おこづかいの渡し方や、管理の方法、トラブルの対応方法などについ
ての具体的なお話は、大変参考になるものでした。また一方で、マネー
教育とは、単純なお金の使い方、貯め方ではなく、将来の仕事やキャリ
ア教育とセットであるというお話が印象的でした。
　仕事はお金を稼ぐことだけが目的なのか、それも悪いことではない、
でも本当にやりたいことは何なのか。家庭でお金と向き合うことで、将
来の夢や希望について考え、家族の絆を深めてほしいというお話は気づ
かされることも多く、とても参考になりました。
　なお、この講演会は、コロナ禍における新しい生活様式を実践するた
め、当市民会議では初の試みであるオンライン（ＹｏｕＴｕｂｅライブ
配信）で行いました。

家庭教育講演会 R3.1.28

　令和２年秋期に予定されていた第２８回かすかべ郷土かるた大会は、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、
参加者及び関係者の安心安全を最優先に考え、中止となりました。令和３年度の開催については未定ですが、共催
の春日部市、春日部市教育委員会、また、市民会議会員をはじめとする多くの団体、ＰＴＡの皆様、個人ボランティ
アの皆様のご協力で運営されている大会ですので、今後、意見を出し合い、検討を重ねてまいります。
～協力団体の中から1団体をご紹介します～
春日部市子ども会育成連絡協議会
　市内各子ども会との連携、指導者養成等活動の充実を図ることを目的とする団体です。かすかべ郷土かるたは、
３０年程前に埼玉県の郷土かるた大会が、春日部市で開かれた事がきっかけで、当時の教育長の声掛けで作られま
した。その時以来、私たち春子連も深く関わり、試合の進行、審判講習会等々今日に至っております。大人も子ど
もも、自分の住む春日部を知るよい機会となっていることは大変嬉しいです。今後も地域のつながりを大切に活動
していきます。

　新型コロナウイルス感染症の影響などから、先の見えない不安や、
生きづらさを感じるなど様々なこころの悩みを抱えていたら、その
悩みを相談してみませんか。相談窓口をお知らせします。

（NPO法人チャイルドライン支援センター）
18歳までの子どもがかける電話です。
チャットでの相談も受け付けています。
☎ 0120-99-7777 毎日 午後４時から午後９時まで
https://childline.or.jp/index.html

チャイルドライン いのちの電話

どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決
できる方法を探します。  
☎ 0120-279-338 ２４時間対応
https://www.since2011.net/yorisoi/　

よりそいホットライン

（一般社団法人日本いのちの電話連盟）
☎ 0570-783-556 毎日 午前10時から午後10時まで
☎ 0120-783-556 毎日 午後４時から午後９時まで
　                          毎月10日は午前８時から翌日午前８時まで
https://www.inochinodenwa.org/

344-0015 1198 57 TEL048-746-6812

UNV ACT



わたしたちは市民会議に参加しています。（正会員）

会員募集中

わたしたちは市民会議を応援しています。（賛助会員）

ホームページ

　青少年育成春日部市民会議は、次代を担う青少年の健全育成を市民が主体となって推進するため様々な
団体、個人が協力して事業の企画・運営を行っております。詳しくは事務局（市こども政策課青少年健全
育成担当℡048-736-1111内線2574）へお問い合わせください。
○年会費
法人会員、個人会員、個人賛助会員　1口1,000円
法人賛助会員　　 　　　　　　　　  1口2,000円

　年間の活動報告やコンクール入選作品などを掲載しております。詳しくは
https://genki365.net/gnkk23/mypage/index.php?gid=G0000271

または下記のＱＲコードを読み取ってアクセスしてください。
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発　行：青少年育成春日部市民会議
編　集：総務部会

見捨てない、見過ごさないで、見守ろう

○粕壁地区自治会連合会
○内牧地区自治会連合会
○豊春地区自治会連合会
○武里地区自治会連合会
○幸松地区自治会連合会
○豊野地区自治会連合会
○武里団地５街区町会
○庄和地区自治会連合会
○春日部中学校区青少年を育てる会
○みどり中学区少年を守る会
○幸松地区少年を守る会
○豊野地区少年育成会
○ＮＰＯ法人春日部教育フォーラム
○個人　２1名

○春日部市青少年育成推進員協議会
○春日部市青少年相談員協議会
○春日部市子ども会育成連絡協議会
○春日部ボーイスカウト連絡協議会
○春日部市ガールスカウト連絡会
○春日部市スポーツ少年団本部
○春日部市民生委員・児童委員協議会
○春日部地区保護司会春日部支部
○春日部地区更生保護女性会
○春日部市レクリエーション協会
○春日部市スポーツ協会
○(社福)春日部市社会福祉協議会
○春日部市いきいきクラブ連合会

○春日部市小学校長会
○春日部市中学校長会
○春日部市ＰＴＡ連合会
○春日部市連合婦人会
○春日部商工会議所
○(公社)春日部青年会議所
○春日部市文化連合会
○南彩農業協同組合
○春日部おやこ劇場
○よいこと運動をすすめる会
○家庭倫理の会春日部東
○自然食の店あべ
○(有)ニューバックミウラ

○昭和建設(株)
○大恒建設(株)
○(株)千葉工業
○(株)中野組
○春日部市建築十日会
○共栄衛生(有)
○春日部市建設業安全協力会
○春日部環境衛生事業協同組合
○春日部小売酒販組合春日部支部

○春日部たばこ小売人会
○春日部ロータリークラブ
○春日部西ロータリークラブ
○春日部南ロータリークラブ
○春日部イブニングロータリークラブ
○埼玉県書店商業組合春日部支部
○(株)イトーヨーカドー春日部店
○春日部市商業協同組合
○春日部市商店会連合会

○春日部市観光協会
○川口信用金庫一ノ割支店
○春日部市吟道連盟
○(有)油勘
○三州製菓株式会社
○STACK株式会社
○個人　4名


