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都城市高崎総合支所教育課

平成21年10月、都城市高崎地区で行われた地区体育祭

での職域対抗 リレーで、高崎地区の校長先生チームが

「各学校ではあいさつ運動を行つています。」という楽

しいパフォーマンスをされました。それがきつかけであ

いさつ運動が話題になり、各地域の公民館を中心に、高

崎地区全体で取り組むことになりました。

平成22年4月 から具体的な取り組みを始める予定でし

たが、□齢疫の発生ですべての活動は停止してしまいま

した。それでも非常事態宣言が解除された 7月 末から 1

ヶ月くらいの間に企画が軌道に乗り、運動の標語の募集

や参加団体 `協力企業への依頼、ポスター ・峨旗の作成等が一気に進められ、9月第 1週の 「県民総ぐるみ

あいさつ週間」にも参加することができました。

運動のネーミング募集では、夏休み中のわずか lヶ月ほどの間に、地区内の小中学生から214件の応募が

あり、笛水小中学校 5年生の、奥 菜絶佳 さんの 「『みんなの輪 笑顔ひろがる』あいさつ運動」が選ばれま

した。

この運動の主催は高崎地区白治公民館連絡協議会と高崎地区内各小中学校ですが、参カロ団体は11団体、協

力企業等|よ12を数える結果になりました。

家庭や地域の絆が55まつて孤立化が進む中で、今後人と人とのつながりを強めていくために、あいさつは

重要なはたらきをします。今後とも活動を続けられたらいいなと考えておりますc

宮崎市立国富小学校 PTA

国富小学校の子どもたちは、学校で 「あいさつ運動 ・

スリッパ並べ ・無言清掃」という活動を行つて成果をあ

げています。国富小 PTAで は、子どもたちのこの取り

組みを広報誌で取り上げ、児童の活動から大人も学ぼう

という意識づけをしました。現在は、地域ぐるみで 「あ

いさつ運動」に取り組んでいます。

また、参観日で一生懸命に学習している子どもたちを

尻目に、廊下でおしやべりがはずむなど、保護者として

のあり方が問われる場面がありました。そこで、参観日

における保護者のマナーアップのために 「参観国に手を

つなごうキャンペーン」を実施しています。子どものために、子どもと保護者と先生が手をつなぎ、「廊下

で参観しない」「廊下でしゃべらない」「懇談に残る」「参観後は、子どものよいところをほめる」等の、大

人がよりよい参観のマナーを身につけることを目指しました。

また、それぞれの地区の子ども会に、大人 (保護者 ・白治会 ・地区役員 ・児童委員 ・民生委員等)も 参加

し、一緒に地区内での 「めあて」を決めました。それを、「地区子ども宣言」としてまとめ、地区内に掲示

し、地域の人々や家庭から励ましの声かけを行つています。

今後も、一実践にとどまらず、いろいろな面で子どもたちのお手本となる大人をめざして努力を続けたい

と思います。
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轟之影田rの自主騒纏バ トロ中ル

日之影町青少年健全育成町民会議 (工藤久則会長)|よ、 日 之影町役

場が防犯用に導入した青色回転灯装備車 (青パ ト)を 活用 し、週 1回

の白主防犯パ トロールを実施しています。会員 2名 が担当地域におい

て人目につきにくいところを回り、犯罪と事故の防止に努めていると

ころです。

また、高齢者による登下校時の見守り活動や、高千穂高校生らによ

る朝夕の交通安全指導とパ ト□―ルは、子どもたちに安心感を与え、

学校 ・保護者からたいへん感謝されています。
一方で見守り活動をするイ貝」の高齢者は F自分たちを必要としてくれる』とやりがいをもつて取り組んでお

ります。「おはようございます |」と元気な声があちこちから聞こえてきます。「気をつけてね」「寄り道は

せずまつすぐ帰りなさいね」と安全を願いながら、地域の子どもを見守つている姿が朝夕各地域で見られる

ところです。

最近は、人□減少によって犯罪も減少するかと思えば、むしろ悪質な事故や犯罪のニュースが毎日のよう

にマスコミに取り上げられています。都市部に限らずインターネットなどからの有害情報が氾濫しており青

少年への悪影響がたいへん懸念される状況です。

このような中で住みよい地域を実現するために|よ、私たち一人一人が小さな努力を惜しまず続けていくこ

とが何より大切だと考えます。他地域の見守り活動をテレビや新聞等で見て、末」激を受け、莫似をして工夫

をして、自分たちができることをできる時間に行い、地道に取り組むことが地域の安全につながるとの思い

から、今後も 『見守り活動』を続けていきたいと考えています。

財光寺農業小学校

「野菜はスーパーで買うもの」という認識の子どもや輸入野菜問題、

農業後継者問題などを憂う発起人数人で発足しました。対象児童|よ地

区内小学校 2校の子どもたち。「さあ、始めよう農業小学校」と銘打つ

た県初の農業小学校です。 5・ 6年生20名が入学し、第 1、第 3土曜

日の午前中に活動します。指導陣は校長、事務長、栽培科長、耕作科

長、会計、監事。この他、子ども好きの支援スタッフ5人 も参カロして

います。

農園は一人10坪の個人農園 (自己管理、収穫自由)と 100坪の集団農園で季節の野菜を栽培します。費用

は参加者一
人千円と市からの支lk~金でまかなつています。

個人農園はもちろん、集団農園に|よ、大根、白菜、ブロッコリー、スイカ、カボチャなどの季節の野菜を

植えています。「さあ苗を植えましょう」と丁寧語だつた、地元農業名人の栽増科長、今では 「もたもたす

るな、上のかぶせすぎじゃが」と地元弁。白作野菜を自宅だけでは食べきれず、隣近所に配り喜ばれていま

す。「白作野菜を食べる喜びに加え、配る喜びを知つた。」と子どもの作文にありました。

農園の入□に参加者ノートが置いてあり、記帳感想欄に著名な市内、県内外からの教育関係者やマスコミ

関係者など800名余 (9月末現在)が 、子どもたちへの励ましの言葉を記しています。「自分たちのやつてい

ることは値打ちがあるんだ。」と子どもたちは感じています。

テレビゲームに熱心で、参力B意欲がなかつた子どもが、ゲームをやめ活動日以外に40回も来園して作物の

世話をしています。

県内の同様な事lflがなく不安でしたが、地元の新聞や市役所の広報、ホームページの開設などでたくさん

の支援が得られるようになり、今子どもたちはもちろん、親や支援スタッフなど大人もはまつています。
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高鍋臨ジュニア 癒り車ダー癒動姓蕎少辱健全蕎成

高鍋町子ども会育成連絡協議会には63地区の約200名の子どもが所

属しており、地域の公民館活動や子ども会主催の球技大会、親子レ

クレーション活動等さまざまな活動を行つています。当町では近年、

少子化の影響や地域活動への関心の低下により子ども会の人数も減

少傾向にありますが、そんな中、自主的に地域活動に取り組むジュ

エア ・リーダーについて紹介します。

高鍋町ジュエア ・リーダー|よ、中高生16名で構成され、各地区の

子ども会行事に出向いてレクレーション等を実技指導する 「出張子

ども会」を中心に活動を行つています。この活動は子ども会活動の活1生化とリーダーの資質向上に大きく寄

与しています。中高生になると部活動もあり、全員揃つての活動はなかなか難しいのですが、それでも毎月

第 2土曜日のジュエア ・リーダー教室には多くの参力B者があり、活動方針等について話し合いを行つていま

す。皆、それぞれしっかりした考えを持つており、職員も反省させられることが多々あります。

今年からの新たな取り組みとして、「顔の見えるコミュニケーション」と題したテーマを掲げ、高鍋DJ青

年団連絡協議会との共同活動に取り組んでいます。第 1回は 「宮崎モデル食育 ・地産 ・地消推進事業ファー

ム」に参力Bし、青年団とともに農業体験で汗を流しました。今後も青年団と連携し、様々な活動をする予定

です。まずは、今回の農業体験でFElり合った学校の先生を通しての学重保育への取り組み、高鍋城灯籠祭り

実行委員会主催の灯籠設置ボランティア活動に参力Bします。

地域や隣人とのつながりが希薄化する傾向にある時勢の中、自主的に地域活動に取り組むジュエア ・リー

ダーに対し、子ども会活動だけでなく幅広い年代との交流の機会を設け、僅かでも人材育成の力になれるよ

う努めていきたいと考えています。

えびの市みどりの少年団

えびの市みどりの少年団は、えびの市内を中心に郷上の自然愛護

に努め、郷土愛の精神を養うことを目的に組織され、市内の四つの

小学校の子ども39名で構成されています。

少年団は、この目的にそって自主的な活動やイベントでの活動を

行つています。

4月にしいたけ原本の駒打ち、7月はグリーンパークえびのでの

植樹祭、 8月 はえびのの中央を流れる川内川の水生 ・生物調査をし

てグリーンアドベンチャーに挑戦。森の中で鳥のさえずりを聞きな

がら本の種類や樹木を学んだり、雨が降つたときの保水力の実験、地球温暖化対策での森林の果たす役害」な

どの話を聞いて、森林の大切さを実感しています。11月に行われる日の神さあの里、産業文化祭では苗木の

配布と募金活動を行うとともに親子木工教室もしています。木工教室ではえびのの木材を活用し、のこぎり

やかなづちを使つて親子でふれあいながら、楽しく協力して椅子を作つています。

また、毎年行われるえびの市の植樹察では苗木の名前を覚えながら植樹をし、植えた本の周りに枯れ草を

置いたり、標柱を立てる作業の手伝いもしています。

平成20年に、観光目的でえびのに立ち寄った人から、「どこを観光したらいいか、わからないね」という

話を聞き、観光パンフレットを置いてもらうために、木材でパンフレット台を作つて、市内の各駅に置いた

ところ、本のぬくもりがあつて感じがいいとたいへん好評で市内の公共施設に置くために作製を続けていま

す。

21年度には、小林市のひなもり台で開かれたみどりの少年団総合研修大会でこういつた取り組みを発表し

優秀賞に輝き、県代表として昨年10月に群馬県で開催された第34回全国育樹祭併設行事、全国みどりの少年

団活動発表大会で発表し、今後の活動の大きな励みとなりました。
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平成22年艤を振り返鶴て

本年度は、□踊疫の発生により、多くの行事が延期になりました。その中で 「青年の主張」は計画通り作

文を募集し、審査を行うことができました。南部教育事務所の釈迦堂教育推進課長、沖水中の村橋校長、東

小の寺日校長に審査をお願いしました。

応募作品|よ、自分の夢 政 治 ・教育 ・あいさつ等がテーマで、甲乙つけがたいものでした。審査の先生方

はずいぶん悩まれたようですが、高城高校、安藤未来さんの 「ほほえみの中心には」を最優秀作品とし、県

大会で発表してもらいました。審査の先生方からは、「高校生や青年の方の作文を読む機会をもらつて、あ

りがたく思う」というお言葉をいただき、恐縮したところです。

5月 ・6月 ・7月 に予定していた行事は、下記のとおり延期しました。

・都北青少年問題協議会幹事会 (5月 予定)を 9月 10日に実施

・都北青少年問題協議会委員会 (6月 予定)を 10月8日に実施

・都北市B」村民会議役員等合同研修会 (7月 予定)を 10月21日に実施

幹事会及び委員会は、多くの行事が重なつているにもかかわらず、多くの方に出席していただきました。

各機関 ・団体のリーダーとして活動される方々ばかりで、協議内容は多岐にわたり、青少年の育成を大局的

にとらえておられると思いました。

推進員 ・アドバイザー等合同研修会では、あいさつに関する意見が多く出され、あいさつを大事に考えて

おられることが分かりました。地域に密着した具体的な内容の情報交換がありました。

第 1回立ち入り調査は、都北地区10ヶ所に設置してある38台の自動販売機の調査を行いました。標示票が

なかつたり、収納物が見えなかつたりする自動販売機があり、調査の難しさを感じました。第2次立ち入り

調査は、インターネットカフェ ・まんが喫茶 ・レンタルビデオ店等を調査する予定です。

大人が変われば子どもも変わる

今日、少年非行や犯罪の多発、不登校やいわゆる学級崩壊など、青少年をめぐる問題は、その質量ともに

かつてない深亥」な状況になつてきています。このような青少年の問題の要因に、親や大人、社会のあり方が

大きくかかわつていることは、各方面から指摘されているとおりです。

青少年がイ申び伸びと育つ環境を整え、健全な成長を図ることは、親|よもちろん、大人の責任です。そのた

めに|よ、まず、親や大人が姿勢を正し、モラルの向上や地域の教育力を高めていくべきでないかと切に願つ

ています。

宮崎県青少年育成県民会議では、青少年の心を育てるキャンペーン 「大人が変われば子どもも変わる」県

民運動を全県的に進めています。南那珂地区青少協では、「親 も大人 ・地域社会のどこがどのように変われ

ばいいのか」について、青少年育成市民会議等を定期的に持ち、情報交換や意見交換をしながら、課題やそ

の改善策を話し合つています。結果として、「子どもたちが生き生きとたくましく生きていける社会」にし

ていくための運動や事業活動を各地域、職場、学校と連携をとりながら展開しています。

たとえば、「あいさつ運動」や 「地域における児童生徒の安全確保」「立入調査」「青少年の主張」等につ

いての運動 (事業活動)が これにあたり、地道な活動ながらその成果が十分に出てきています。

日本に|よ、昔から 「言わなくてもわかる」「以心伝心」という伝統的なコミュ三ケーション文化がありま

す。個が大切にされる現代の日本社会では 「言わなくては通じない」、心の中で思つているのではなく言語

化したり、自身の行動で相手に伝えていくことが必要不可欠な時代になつてきています。特に最も大切な人

への気配りとともに、言葉で t言葉以外の媒体で伝え合っていくことが求められています。親 ・大人が変な

プライドにとらわれず、勇気をもつて行動し、実践活動にチャレンジすることが期待されています。
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揮関係磯ン響青少韓ン畿薔会議ど鶴ン圏

中部地区青少年問題協議会では、2+年度までは、「委員会」を6月 に、「幹事会」を2月に開催していまし

た。しかし、「委員会」の構成メンバーが関係行政機関の市長 ・町長をはじめ、各部署の所属長で組織され

ていました。

この 「委員会」のメンバー構成で|よ、各市 ・町での現場における 「青少年の育成活動」には直接反映しな

いので|よないか、との意見が以前からありました。この6月の 「委員会」を 「特に重大な事実が生じた場合

にのみ開催する」ことにして、開催運営について見直しをしました。結果的に 「委員会」がなくなるので6

月には 「幹事会」を開催することにしました。

そして、各市 ・町の現場における青少年の育成活動に反映させるため、毎年 2□、幹事会のあとに実務者

会議を行うことにし、会議の名称を 「関係機関等青少年担当者会議」としました。

各現場において、直接青少年の指導、育成、あるいは保護、矯正等に当たつておられる方々の情報 。意見

交換、連携の場として位置づけたものです。情報や意見が本音で語れる場となり、今後、学校や各行政機

関 ・部署との連携がますます深まることを期待しています。

今回|よ、□齢疫感染防止のために延期していた第 1回の会議を11月26日 (金)に 開催しました。宮崎市の

生涯学習課、国富町、綾町の社会教育課、宮東地区小中高生徒指導連絡協議会事務局担当教諭、宮崎県警本

部、北警察署、南警察署、高岡警察署の青少年担当の方々に出席いただき、児重生徒の登下校時の安全確保

についての取り組み、携帯電話使用に関する学校と関係機関との連携のあり方、今後の課題や対策等につい

て共通認識、共通理解を図ることができました。次回は2月の予定です。

親と子の共感活動モデル地区紹介 孝<

上鰻蓼題も会

子どもたちの楽しみの一つに夏休みがあります。その休み中に、登校日が 1、 2日 間はあると思います。

綾町の場合も同じですが、そのうちの 1日 は 「登館日」と決められております3

登館日とtよ、自分たちの住んでいる地区の公民館に登校することです。この国、上畑子ども会でも地区の

公民館に登館し、計画にそった活動が進められました。

1国の活動が安全で効率的であるように、子どもたちは地区担当の先生を中心に保護者、館長、高齢者の

方々にたくさんの力をお借りしました。

登館日が始められて10年目を迎えます。今年の登館活動は 「人をFElり、地域を知る」がねらいです。8月

1日 の日B窪日に実施されたため、協力者が

多く、たいへん活発な活動になりました。

上畑子ども会の活動を紹介いたします。

高齢者による地区の昔話や歴史の説明、

水生生物調査 ・カヌー体験 ・魚つり体験な

ど夏 しかできない川での活動を親子で楽し

みました。

また、今年度は地区のマップづくりも手

がけているため、夏休みを末U用して見直 し

もできました。たいへん充実した親子での

共感活動になりました。

6
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私たちの住む真方地区の小林小学校区は人□約400

人、高齢化率40パーセン ト、小学生は18名で 5パ ーセン

トを切り少子高齢化が進んでいます。このような現状の

中で、三世代交流クラブは、プール開き、七夕づくり、

餅つき大会等を行い、積極的に交流を進めています。

7月 24国の地区プール開きは、親子で敷地周辺 ・プー

ルの清掃を行い、初沐ぎを楽しみ、学校から先生方を迎

え、三者交流も深めました。 8月 7日 は七夕づくり。老

人会が中心になり準備をします。

▼

男1生は飾る竹を切り整える役、女1とは子どもたちに七タ

づくりを教えながら一緒に作る役。子どもたちは真食」に取

り組み、老人は昔を偲びながら楽しみました。子どもたち

は竹 1本 にたくさんの飾りや願い事を書いた短冊をつけ、

持つて帰ります。老人|よ部屋に置くために枝 1本に飾りを

つけて作りました。あとはお楽しみのそうめん流し。 トマ

トやブ ドウも流れてきて大|よしゃぎでした。一
時の交流が

高齢者に|よ生きがいとなり、子どもたちにはよき思い出と

なることを願つています。

轟;ttt!をを:1岳;魯↓,'麟1器岳景岳岳:籠緩盤盤場轄そ号号拐綾鍮gr告館留震畿

長谷川わけもん会は、長谷川地区に在住する (もしくは出

身である)若 者で組織され、地区の活性化に向けた活動に取

り組んでいます。もともと長谷川地区は、国之影町の中心部

に位置しますが、過疎化の進む町に活力を取り戻すため、

「自分たちの地域|よ自分たちで盛り上げる」という意気込み

のもと動き始めました。これまで、道路環境美化活動や交流

イベント、ボランティ

ア活動などに取 り組

みながら、地域を盛

り上げています。その中で、交流イベン トとして、夏祭り (盆踊

り)や 森の音楽フェスタを開催しています。夏祭りでは、流しそう

めんや親子花火大会など子どもたちが楽 しめる催 しを用意し、親

(大人)と 子どもが親睦と

絆を深めています。また、

音楽とスポーツを融合した森の音楽フェスタで|よ、バスケットボー

ルとフットサル大会を実施していますが、大人チームと子どもチー

ムの対戦もあり、子どもたちの技術力と精神力の向上につながって

います。長谷川わけもん会では、このような活動を続けることで、

将来を担う子どもたちの健全な育成を図り、「地域づくりは人づく

りJを モットーに追進していきたいと思います。
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◆ 復秀自 受自作品 ◆

宮崎市立大宮小学校2年

有 村 岳 さん

少
年
の
日

県立小林高等学校 1年

宇都 なおみ さん

生 二 払 ▲▲A▲
県立小林高等学校 1年

倉岡 進吾 さん
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「少年の日」は昭禾□59年4月、青少年に対する県民の意識を高め、関係機関 ・団体をは

じめ家庭 ・地域社会が一体となつて、青少年の非行防止と青少年健全育成を、より活発に、

より実効あるものにするため、すべての県民がともに行動する日として定められました。

大人が行動するだけでなく、青少年自身が 「なんでも挑戦 ・みんなが参カロ」という精神

のもと、自らを高め自らを拓き自立をめざす日として、総合的な諸活動を推進しようとす

るものです。

条lSlや規貝」として待」定されたものではありませんが、毎月第 1土曜日は 「少年の日」と

して、県内で様々な活動が推進されています。

県北の青少年育成推進員研修会の席で、日向市は成人式や還暦式の企画運営に、中学生 ・高

校生を参カロさせているということが話題になりました。成人式や還暦式に参カロする人々の立場

に立って、いかに内容を充実させるかを考え工夫した青少年が、今後どのように成長していく

のか、ある程度は想像できるような気がします。

「地域の子どもは地域で育てる」という考え方の原点は、地域の祭りや行事の 「企画運営」

に青少年を直接参画させることにあるのではないかと思いました。


