地域で子どもを育てる活動情報を
お寄せください（イベント予告可）
地域活動指導員が取材に伺います。

〜子どもが育つ「協働のまちづくり」に向けた
コミュニティ・スクールのさらなる発展をめざして〜
福岡女学院大学 ギール記念講堂
２月４日（日）に開催されたシンポジウムでは、始めにラジオパーソナリティーの椎葉ユウさん（春
日市在住）が、春日市で子育てを経験する中で、保護者ではない地域の人がたくさん学校行事に参加し
ている驚き、
「子どもたちが地域の大人の姿から学び、
『地域・学校・子ども、みんな一緒があたりまえ』
になっている事が、春日市のコミュニティ・スクールの一番の成果ではないか。」とお話しされました。
パネルディスカッション第１部では、
『地域との関わりが自分に何をもたらしたか』というテーマで、
コミュニティ・スクールで育った中学生×高校生×大学生が、
「ボランティア活動を通じて知らない地域
の人と話せるスキルが身につき、視野が広がった。自分に何ができるか考え気づく事ができた。」と活発
に意見を交わす姿に頼もしさを感じました。
第 2 部では、地域×家庭×学校×教育委員会の代表が登壇し、
「地域に帰ってきて一緒にがんばってほ
しい。どこに住もうとふるさとを忘れないで。」との思いが語られました。
当日は雪の降る中、自治会・学校・PTA など市内外から 323 名の参加があり、市民の関心の高さを
感じました。地域に関わろうとする子どもたちの市民性が着実に育ってきている一方で、
「子どもを育て
る大人をどう育てるか」などこれからの課題も見えてきました。

▲椎葉ユウさんの講演

▲学生のみなさんによる
パネルディスカッション

▲パネルディスカッションを熱心に聴く
学生のみなさん

【来場者のアンケートより】
・大人も子どももへだたりなく、地域をつくる活動を通じて成長していくことを感じました。
（地域）
・PTA としての参画を考えていきたい。先生、自治会ともっと話をする場を設けたい。
（家庭）
・CS 卒業生として、在学時には気づかなかった地域とのつながりを社会に出る際に広めていきたい。
（学生）

アンビシャス広場や子ども会など、社会教育に関する情報は、春日市ホームページ内
『子育て・教育』⇒『社会教育』からご覧いただけます。

〜放課後子供教室事業〜
春日市では放課後子供教室事業として、各小学校区でアンビシャス広場を開設しています。
放課後や休日に子どもたちが気軽に立ち寄り集まることができる「居場所」として、市内の小
学校や公民館等 18 広場３４会場でさまざまな活動が行われ、異年齢の子ども同士や大人、高
齢者とのふれあいを通して地域で子どもを育てようという取り組みが広がっています。
※詳しくは市のＨＰをご覧ください
《春日小学校アンビシャス広場》
春日小学校

フラワーアレンジメント

小倉公民館

公民館開放

昇町公民館

体験活動 コミュニティ食堂
子ども将棋

▲谷っ子

自由遊び

▲春日野小

自由読書

《春日北小アンビシャス広場》

《東っ子アンビシャス広場》

春日北小学校

図書室開放

春日東小学校

岡本公民館

公民館開放

体験活動

調理実習他
（かすが子どもいきいき塾）
各種ゲーム

軽スポーツ

《春日原アンビシャス広場》

（パパス＆ママス）

春日原小学校 卓球教室 子ども体験教室

つな引き

春日原公民館 公民館開放

千歳町公民館

《春日西アンビシャス広場》

《春日南小学校区アンビシャス広場》

春日西小学校

春日南小学校

ドッジボール あそびの城

太鼓教室

親子クッキング 将棋

異年齢集団遊び（遊ぼう西っ子）

マジック 遊び名人

泉公民館

図書室開放 子ども料理教室

親子バドミントン

下白水北公民館

卓球教室

下白水南公民館

図書室開放

グラウンドゴルフ

ちくし台公民館

習字 生け花 寺子屋

惣利公民館

図書室開放

《すぐっ子アンビシャス広場》

《谷っ子アンビシャス広場》

須玖小学校

大谷小学校 自由遊び 竹馬

ビーチボールバレー クッキングクラブ

須玖南公民館 将棋 オセロ他（自由クラブ）

各種ボール

百人一首

ゲーム等

大谷公民館 生け花教室
《天神山小学校校区コミュニティアンビシャス広場》
天神山公民館 自由学習会
白水池公民館 グラウンドゴルフ 読書等
松ヶ丘公民館 卓球広場 遊び広場
春日郷土カルタ等

▲すぐっ子

自由クラブ

《春日野アンビシャス広場》

《日の出アンビシャス広場》

春日野小学校

自由読書

平田台公民館

図書室開放

卓球

春日公園公民館

図書室開放

お話会

日の出小学校 バレーボール 本の貸し出し 生け花

お菓子作り教室

読み聞かせ（おひさま文庫）囲碁 将棋
《白水ヶ丘アンビシャス広場》
白水ヶ丘公民館

《上白水アンビシャス広場》
上白水公民館 五色百人一首

卓球 囲碁将棋 公民館ホール開放

英語教室 水墨画

料理教室 グラウンドゴルフ
春日西小学校 卓球 太鼓教室

《大土居・塚原台アンビシャス広場》
塚原台公民館 自由遊び 卓球 グラウンドゴルフ 日舞

春日南小学校区アンビシャス広場が、10 年にわた
り活発に活動している点と子どもたち自身が積極的
に運営に関わっている点が評価され、第１５回青少
年アンビシャス運動参加団体等表彰を受けました。
市長へ報告に訪れた大学生ボランティアの竹田淳
（たけだじゅん）さんは「小学生の時に地域の方々
にお世話になりました。恩返しの思いで見守りに参
加しています。
」と話してくれました。

▲市長表敬訪問の様子

4 月 8 日（日）上白水公民館にて『春のア
ンビシャス広場祭り』が開催されました。
オープニングのマジックショーの後は墨絵や五
色百人一首等の６つの活動やニュースポーツを
体験。スタンプラリーでスタンプを集めたらお楽
しみもありました。親子で参加された方も多く、
またボランティアもたくさん来ていただきまし
た。今年度の広場も楽しいものになりそうです。

▲竹田淳さん

日時：平成 30 年 6 月 24 日（日）10 時〜13 時 （受付 9 時 30 分〜）
会場：春日市立春日南小学校体育館
主催：春日市アンビシャス広場 折り紙ヒコーキ大会実行委員会
１枚の紙と広い場所さえあれば幼児から大人まで年齢に関係なく遊べる紙ヒコーキ。折り方や飛ばし方の
工夫次第で紙ヒコーキがおどろくほど飛んでいきます。そんな折り紙ヒコーキを家族、おともだちみんなで
楽しんで、交流の輪も広げましょう！！今回は福岡県大会の予選ではありませんので、はじめての方でも気
軽に体験できます。
★3 月 21 日（祝）太宰府市総合体育館で開催された福岡県大会には県内から 114 名（うち春日市から
13 名）の児童が参加しました。

新

地域活動指導員
紹介
社会教育指導員

放課後子供教室や子ども会等、青少年育成
に関わる事業を担当します。
春日市内で行われている子どもたちの活動
の取材にお邪魔します。
地域活動指導員だより「らいん」も私たち
が作成して皆さんに情報をお届けします。

家庭教育学級を担当しま
す古賀理恵です。
不慣れなことばかりです
が、学級生と一緒に学びなが
ら一歩一歩成長していきたい
と思います。

今年度から新たに加わった社会教育指導員
と地域活動指導員の 3 名を紹介します。

【地域活動指導員】
【社会教育指導員】

河野千恵
小林淳子
古賀理恵

河野です！

小林です！

古賀です！

今年度も子ども会活動がスタートし、市内各地で「新１年生歓迎会」が開催されました。
「子ども会」とは同じ地域に住む、さまざまな年齢の子どもが集まり、子どもが主体となって活動をする組
織です。今年度の新１年生歓迎会も５、６年生が中心となって企画や準備、当日の進行も行いました。少し
緊張した面持ちの１年生に高学年が優しく声をかけるなど、子ども会のリーダーらしい姿が見られました。
今後、子ども会活動を通し高学年のお兄さん、お姉さんを目標に１年生も大きく成長することを期待します。

★泉★
大根ゲーム
力いっぱいひっぱるぞ！

★若葉台西★
白熱のじゃんけん大会！

★原町★
新聞やぶりゲーム！
誰が一番長くできるかな！

★白水ヶ丘★
ようこそ！子ども会体験会

かすが家庭教育学級では、
『ＰＴＡ連携講座』を今
年度から始めました。その第１弾として、５月１２
日（土）に「見やすい！魅力的！広報紙のつくりか
た」と題して、春日市の広報担当者が講師となり実
践的な広報紙のつくりかたを教えました。小中学校
のＰＴＡ役員として活躍する保護者の方々２５名
が、「広報って何？」「文章の書きかた（５Ｗ２Ｈの
ルール）
」
「レイアウトのしかた」などを学びました。
次回、第２弾は６月１０日。元スーパーＰＴＡ役
員がＰＴＡ活動の楽しみ方を伝授します。地域教育
課はＰＴＡ活動をサポートし、子育てを頑張る皆様
を応援していきます！

★日の出・サンビオ★
校長先生も大活躍！
新聞ボール運び競争

★光町★
陣地がだんだん小さくな
るよ！新聞じゃんけん

３月２１日に６年生が小学校最後の活動とし
て、地域の方と一緒に郷土カルタ大会を行い、
みんなで「ビリーブ」を歌いました。最後にカ
レーを食べながら、地域の方との楽しい時間を
過ごしました。これまでジュニアリーダーとし
て子ども会や地域の行事を盛り立ててくれた６
年生。中学校でのますますの活躍を期待してい
ます！

