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第２回ふれあいセミナー「クリスマススノードーム・お正月
かざりをつくろう」が12月３日、中央公民館にて開催され
ました。
講師は、木曜会・遠藤淳子さん。参加者は16名でした。
嬉しいことに南キッズ子ども会の方がブログを見て参加され
ました。
まずは「スノードーム」。蓋の部分にサンタ等で飾りをつけ、
ビンに液（グリセリン・水）を注入。さらにパウダー（キラ
キラ・スパンコール等）を入れ、飾りの蓋をして出来上がり。
そして「正月かざり」。折紙で折った牛・鶴・羽根等を各々
アレンジして壁飾りを作りました。
参加者は、時の経 のも忘れ、童心に戻って製作しました。

つ
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とで、４月１日に遡って保険が適用されるシ

り、書類の確認をし、不備

等、映像を見ながら学

名は自分

濫、笑いを交えての講習会。無事終了です。

の住む環境等での質問や、江戸川・真間川の氾

その後質疑応答となり、参加した

習しました。

風が来たらどうする？

ップ」を基に、市川市の地形・水害の種類、台

広報部

があれば手直しの依頼を丁寧にしていました。

総務部が中心に

市子育連加入登録と安全共済会加入受付が始まる
市子育連及び全国子ども会安全共済会新規
加入の受付が毎年５月に２回行われます。
今年は５月 日
（水）
・５月 日
（火）
に午前
例年ですと会場は南行徳市民談話室等でし
たが、コロナ感染の影響で会場がお借りする
ことができず高石神社社務所内で行いました。

令和３年度においてもまだま

ステムになっています。なお、市子育連に加

この指定受付日に関係書類等を提出するこ

だコロナ騒ぎは治まらないでしょうし、治療薬・ワク

３密防止の観点から、子ども会に対して日

しています。

文書等を各子ども会の文書連絡担当者へ送付

内、ふれあい（広報誌）及び、子ども会関係

入登録することで、市子育連主催の行事の案

行う子ども会活動は非常に難しいとは思いますが、去
年のコロナの経験を活かし、皆で知恵を出し合った中
での安全な活動が出来ることを願っています。この様

時の事前連絡を頂いたりして密にならない様
に時間調整をしました。また、体調を確認の

な中で、新たに子ども会を立ち上げたいという声も有
る反面、休会になりそうだという声も聞かれます。安

上、マスクの着用のお願いをしました。

の出前授業。

題材は「市川市の治水」
、国土交通省職員

中央公民館にて行なわれました。

したが、今年度最初の行事が９月 日
（土）
、

コロナ禍の中、多くの行事が中止となりま

安全講習会【治水について】 

きました。

保険担当者や育成会長が書類片手に集まって

受付開始になると、子ども会の安全共済会

全会への加入状況も、コロナの影響も有るでしょうが
前年度 月比で登録子ども会が２割、人数が３割減と
なってしまいました。新年度におい
ては、加入状況が回復するよう祈っ
ています。
魅力ある行事を皆で考え、魅力有
る子ども会を作っていけるよう、役
員一同努力して行きますので、皆様
のご理解、ご協力をお願い申し上げ
ます。

な

市子育連会長

達次

時から午後３時迄受付が行われました。

19

会長 挨拶

皆で考えた活動を！
亀山

令和２年度は、残念ながら
コロナ騒ぎにより、子ども会
活動はほとんど実行されませ

13

チン等の普及も時間が掛かるでしょう。その様な中で

んでした。年があらたまった

10

市川市が作製した「市川市水害ハザードマ

17

19

11

淳子

低年齢化している子ども

第一回

智恵

初めて作成した作品、森山良子さんの「この広

ふれあいセミナー講習会
指導部長 浜野

い野原いっぱい」をご覧いただき、その後、木

曜会のメンバーにアドバイスを受けながら作品

日
（ 木 ） 中 央 公 民 館 第２・ 第３会 議

室にて指導部主催で第１回ふれあいセミナー

を完成します。

月

「ペットボトルヨーヨー」・

を開催しました。講習内容は「パネルシアタ

会に於いて準備も簡単な
「カミポン」・「コマ」の三

ーを作って演じてみよう！」です。
市川市木曜会を講師に迎え参加者 名で講

で色を塗っては、ブラックライトで照らした時

受講生は準備された下絵に好きな蛍光絵の具

作品を作りました。
１時間と短い時間でした

田中真理子講師より木曜会は 数年前に八

したと述べられていました。最後に「思い出の

と明るい所で見る色とは違って見えることを体

もあり参加された育成者も

千代市子ども会の小川澄子先生のブラックシ

習会をおこないました。

ク３階会議室に於いて、船橋・
童心に返りあそぶことがで

をテーマに、市川市木

頼があるとクリスマス会などで演じています。

して始めました。市内のこども会から公演依

り入れて観賞しました。

中止のお知らせ

曜会を講師に迎え参加
者 名で講習会をおこ
ないました。
船子連は、隣接する
三市の連絡を密にする
と共に、互いに協力し
あい子ども会の活動の
発展を図ることを目的
とし、年２～３回スキ
ルアップのため持ち回
りで講習会を開催して
います。

た。

のみの開催とな まし

通りには行かず、１回

すが、コロナ禍で例年

川市が当番市となりま

今年度から２年間市

り

この度の
緊急事態宣言発令により、
急きょ中止となりました。
次回をお楽しみに。
多勢の参加お待ちしています。

験しましたが、特に肌色や白色を出すのに苦労

浦安・市川市三市の市子連合同

が、作ったもので遊ぶ時間

10

アルバム」の作品の中に受講生が作った絵を取

日（金）、メディアパー

19

アターを初めて見て、感動しメインの活動と

20

船子連担当 遠藤

船子連育成者 講 習 会

月

11

きました。

23

で「子ども会ですぐに役立つ」

10
20

第１地区

寿江

北国分堀之内子ども会
「火の用心パトロール」
地区連絡員 若林

となりました。緊急事態宣言

２０２０年は歴史に残る年

止などあらゆる手段を

の短縮、人数の制限、飲食禁

の着用はもちろんの事、時間

います。検温、消毒、マスク

来るのでは、と会議を重ねて

立てれば子ども会の活動が出

ている今でも、色々な対策を

そんなコロナに振り回され

いと思っています。

もらえる方法を探していきた

している子ども達に楽しんで

りますが、色々なことを我慢

実行出来なくなる可能性もあ

の情勢を見て、もしかしたら

いと考えています。これから

第３地区

の下、殆どの社会生活が止ま

講じていきたいと思っ

昨年度末から思うように行

中でも、人が集まる行事は

ら昼食をとりそれから

ですと、凧を作ってか

仁美

事が出来ず、また、クリスマ

ことごとく中止に追い込まれ

江戸川の土手で凧を揚

川田

子ども達の大きな声と拍子木
スに近いということもあり、

ました。運動会もお祭りも花

げる。という流れでし

地区連絡員

コロナ禍においての
子ども会活動

◦検温、手指の消毒

り，学校、飲食店、その他に

ております。先ずは２

◦マスク着用

◦拍子木使用時にはビニール
手袋着用

も色々なものが活動の自粛を

の音が、タ方の忙しい町に響
今回はごほうびを奮発しまし

火大会も、子供たちが楽しみ

たが、今回は凧作りの

◦班の人数は５人程度

◦飲食禁止 等

月 の「 凧 作 り 」
。例年

火の用心パトロールは、い
た！（笑） 子ども達も喜んで

にしていたイベントが無くな

「火の用〜心！」カンカン

余儀なくされました。

くつかの班に分かれ、拍子木
くれたら嬉しいです。

た標語を唱えながら地域を巡

自分は地域の一員であり、地

こういった活動を通して、

き渡ります。

を叩き、子ども達から募集し
回するといった、年末恒例の

域の役に立っているという喜

では、子どもの読解力も薄ら

若い父母が新聞に目を通さず

が増え、日常スマホで暮らす

夫し、発明して進歩して来た

まで永い間、努力を重ね、工

で結果を求める子ども達。今

みとして行事を行いた

地域貢献の活動です。寒い中

びをほんのわずかでも感じ、

コロナ禍の中で

自分の考えが出せず周りか

も達と少しばかり密になって

果てに、いまの自由な社会が

の楽しみも知らず、本によっ

ぎ読書と言う継続が出来ず、
年に誕生、時は変わり平成を

て養われる自分で考える力、

鈴木

迎え希望に胸膨らませ子育て

そして欲望が衰えていること

あると言われています。子ど

してきた時代、今は少子化と

が大きく影響しているのでは

ないかと、力説している方が
３Ｂ、４Ｂの鉛筆を持たなけ

ら与えられた狭い世界のなか

いらっしゃいます。
れば、字が書けない子ども達

型鉛筆は持てず六角型２Ｂ、

なり子どもの体力が減少し驚
 きの昨今に、握力の低下で丸

知識も豊富に得られないで本

りさみしい限りです。

頑張ってくれた子ども達には

その気持ちが社会奉仕の精神

地区連絡員

◦火の元は

消すまで絶対離れない
◦お出かけは火の元確認
忘れずに
◦消したかな

家族で確認 火の用心

第８地区

日替わりでお菓子、軽食など

に繋がってくれることを願っ

市川市の子ども会は昭和

実施）

34

美智子

のごほうびを配り、みんなで

ています。

・

〈今年の標語優秀賞〉

その場で食べる（持ち帰りも
）という楽しみもあります。

た火の用心パトロールでした
が、日程を３日間から２日間
に変更し、以下感染予防対策

／

23

をしっかりとることで無事行
（

22

うことができました。


12

をおしみません。

ん、お母さんを応援し、協力

子ども会ではそんなお父さ

思っています。

とときを作って戴きたいと

りして遊んで汗をかき楽しい

読書をしたり、クイズをした

ひ

！
！

コロナ禍で実施が危ぶまれ

OK

第９地区

第

地区

こちらは、
班分けを

という問題です。

スを確保するのか、

ンテーリング）は、第３波と

は小学校校庭を使ったオリエ

しているスポーツ大会（今年

一方、勤労感謝の日に実施

活動中止状態未活動です。今

況ですが、４月から 月現在

行事が出来る事を体験した一

地区長 五十嵐 良彦
行い、畝の間隔を

されたコロナ罹患者数急増を

後１月以降に関しても全く未

のいかにしてソー

９地区では毎年秋の徒歩遠
開け、最低限の人

受け、万が一を考えると、イ

定状態です。コロナウイルス

令和２年度の活動状況

足でのお芋掘りを地区行事と
数で、一方方向を

ベントの中止が私たちに出来

感染の状況次第で活動が左右

日となりました。

して行っています。今年度は
向いてお芋を掘れ

る最善の策との結論に至り中

シャルディスタン

コロナ禍の中、現地集合に変
ば３密を避けた形

されるように思われます。

触型体温計による現地検温③

①出発時の家庭内検温②非接
れたものの、畑で

雨で実施が危ぶま

当日は朝の通り

地区活動状

スポーツフェスタ

令和２年度の

６月

月 房総かるた大会 等

すが、工夫した地区行事を行

例年予定されていた行事すべ

者全員でのじゃんけん大会、

てを中止しました。

地区

徒競走等の個人競技もあり、

ベントは中止となりました。

ルスの猛威により、全てのイ

今年度の活動はコロナウイ

地区連絡員

さる保護者・協力団体の皆様も

ども達もそして陰で支えて下

年度はコロナ禍にて中止と、
子

年度は悪天候により中止、今

動会となっています。令和元

地区内の小学校枠を超えた運

当日、隣接した公園で落ち

毎回のイベントを企画・準備

残念に感じていると思います。

え、

月

日に、少し遅れま

長尾 美弥子

葉拾いを行っていて、時間の

して、何事もなく行えること

地区活動を支えてくださる

育成者の方にお渡しできまし

したが「クリスマスプレゼン

ある方にお手伝いをお願いし

がいかに貴重であるか、思い

学会やお祭りは中止となりま

ト」としてお菓子の詰め合わ

ていましたが、そちらにも参

知る年となりました。

開できることを願っています。

る、
喜んでくれることを願って

子ども会対抗のリレーや参加

た。

地区連絡員 梅原 利江

せを用意しました。午後２時

加して帰られる方が多くいま

います。
一日でも早くコロナウ
ててよかったです。

した。何か出来ないか？と考

人が集まるイベントなど、

から午後４時までの好きな時

した。

最も力を入れている
『ちびっこ

コロナ禍中の
子ども会活動について

地区においても単位子ども会

間に、活動場所の高谷自治会

皆でふれあいが難しい最近

人は皆、子ども達が笑顔にな

においても、例年通りに行え

館まで取りに来てもらうとい

イルスが終息し地区活動が再
人と、その

地区では、年間の活動で

ず、計画したものは、ほぼ中

オリンピック』
があり、
各単位

コロナ禍での地区活動

第

って行きたいと思います。

を行い、安全第一にはなりま

地区長 横山 葊紀

更し対策を実施した上でお芋

止となりました。

消毒液による手指消毒④マス
は薄曇りのちょう

クで見えませんが）にいっぱ

今後も情勢に合わせた判断

でソーシャルディ

対策とは、次の５点の実施・

クの着用⑤ソーシャルディス

ど良い気候になり、子供たち

可能と考えました。

タンスの確保

い触れ、工夫次第では通常の

12

12

12

ですが、少しでも繋がりが持

このうち苦慮したのが、⑤

の控えめな歓声と笑顔（マス

徹底です。

スタンスの確保が

掘りを 月４日に行いました。

３密を避けながら
芋ほりを開催

12

う方法でお渡ししました。子
ども会員 人中

13

第 地区

11

止になりました。
高谷子ども会でも、バス見

26

26

47

12

11

13

10

令和２年度

子ども会
歳末助け合い募金

事業部 遠藤 惠子

今年度はコロナ禍の中で積極的

な参加を求めることが難しい状況

であり、また三密の回避から人と

の接触も制限がある状況が続いて

おります。

極力接触を回避した方法として、

日（水）、社会

23

指定の金融機関に振込をお願いし

ました。

募金贈呈式は行なわず、お預か

りした募金を 月

福祉協議会へお届けしました。

お届けした募金は、市川市内の

社会福祉に活用されるそうです。

来年度は、多くの子ども会のご参

◆

加・ご協力をお願いします。ご協

◆

力いただきました団体の皆様あり

◆

がとうございました。

◆

寄付金額 ５万６４４３円

協力子ども会名（ 団体）

中山、新田４丁目、市川南、白幡、
新田２・３丁目、門前、第８地区、

つくし、北国分堀之内、新井、

本行徳４丁目、中国分

12

12

Q A A Q Q
A Q Q A Q A
A
育成会 会員 限定 クイズコーナー

子ども会 会員
＆

Q

QA

このたび、ふれあい１０４号にクイズコーナーを設けました。できるだけ大勢の会員の皆さんに読んで頂くことが目的です。
是非記事を読んで頂き、たくさんのご応募をお待ちしております！

【問題】

104号の記事の中で文字が反転しているところが５か所あります。
その文字を並べ替えて言葉を作って下さい！

【答え】

（ヒント）

今回は簡単ですので、ヒントはありません。

①

市川市南八幡2‑20‑2
市川市役所第２庁舎 市川市教育委員会
生涯学習部 青少年育成課内

【応募方法】
①郵送で応募
➡応募用紙をご記入のうえ、はがきに あて先① と 応募用紙② を
貼付け、生涯学習部青少年育成課まで送付してください。
②Eメールで応募
➡Eメールアドレスから送信してください。
Eメールアドレス：fureai̲kuizu@yahoo.co.jp

〒272‑0023

市川市子ども会育成会連絡協議会 担当窓口

②

ふれあい104号

クイズ応募用紙

子ども会名

件名に「ふれあい104号のクイズ応募」
本文に「①子ども会名、②お名前、③会員区分、④クイズの答え、
⑤市子育連への一言」をご入力ください。

氏

子ども会

名

会員区分

※右のQRコードからも、Eメールにてご応募
いただけます。
（メール作成画面が開きます）

子ども会員

（○印）

・

育成会員

クイズの答え

（ご使用のアプリケーション・機種によって、読み込めない場合もあります）

【応募締切】

市子育連へ
一言

3月30日（火）青少年課＆市子育連本部 必着

ま

※応募正解者の中から抽選で５名様に景品をお送りいたします。景品の発送は単位子ども会会長さん宛にお送りします。
※単位子ども会会長さんにはお手数をおかけしますが、当選者さんにお渡し頂くようご理解ご協力のほどよろしくお願い致しま す。
コロナ禍で迎えた令和三年。明けま

「ふれあい・地区だより」に寄せて

しておめでとうございます。

頂いた記事は、多くの地区で行事が出

マスクをし、三密をさけ工夫をして、

来ない一年であったとあります。

しかしその矢先、再度の緊急事態宣

行事を行った地区もあります。

言発出で振り出しに戻った昨今ですが、

子ども達の笑い声が響く日が早く戻っ

今 回 ク イ ズ を 試 み ま し た。「 ふ れ あ

て来るよう願わずにはいられません。

い」を隅々まで読んで頂き、反転文字

入れ替えて５文字の言葉が出来ます。

（鏡文字）を探して下さい。その文字を

ハガキ等で応募して頂くと５名様に

それが答えです。

景品が当たります。

どうぞ今年の運試し。

ドシドシ応募して下さい。

笑える方はあなたです

市川市子ども会育成会
連絡協議会

市川市子ども会育成会だより

行

「ふれあい」 一〇四号

発

所

達

住
山

貞 幸
みつ子
和 彦
孝 治
仁 美
和 弘
秀 樹

市川市中国分三 一二 四次

発行人

田
上
林
藤
田
川
澤

亀

編集人 増
川
大
遠
川
及
赤
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！

