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地域の中で就学前３年の幼児から高校生までの様々な年代の子どもたちを構成員とし、活

動を支える指導者と育成者が集まって活動している団体です。

家庭や学校ではなかなか経験することのできない貴重な体験が楽しめます。一般の方も参

加できる行事も企画しているので、子ども会に入っていない方も、ぜひ一度遊びに来てくだ

さい。様々な年代のお友だちができますよ。

子ども会とは？



総会
うはらまつり出店  
（焼きそば・フランクフルト販売） 

学童図画書道大会表彰式
東灘区子ども運動会
育成者・指導者研修（中止）
区子連新聞発行

H31年   4月21日
R1年   5月18日

８月25日
10月20日

R2年   3月  7日
3月

●全国子ども会連合会表彰
　橋本　明周（住吉台子ども会）

●神戸市社会福祉協議会理事長表彰
　田中　政和（魚崎南町３丁目子ども会）

●神戸市子ども会連合会会長表彰
　〈個人〉　岡田　真一（御影ファイターズ)

●神戸市子ども会絵画コンクール
　「好きなのりもの」
　・神戸市子ども会連合会会長賞（グランプリ）　
　　福村　葵生（川西子ども会）
　・入選
　　執行　美誓（ふたば子ども会） 神戸市子ども会連合会会長賞　福村　葵生さんの作品

◎令和元年度行事報告

◎令和元年度表彰報告

今年もたくさんの応募がありました。
学童図画書道大会表彰式

東灘区子ども運動会（魚崎小学校校庭）
秋晴れの中、550名が集い、楽しく頑張りました。

多数の企業からの景品等のご提供ありがとうございました。

思い出
　平素は子ども会活動にご協力いただきあ
りがとうございます。私は昭和62年に子ど
も会に入会。昭和、平成、令和と３時代に携
わってきました。平成22年４月に前会長よ
りバトンを引き継ぎました。会員をはじめ、
皆様には多大なるご協力をいただき、ありが
とうございます。
　年間行事として「学童図画書道大会」「東灘
区子ども運動会」「リーダー研修会」を行って
います。その中でも特に、平成24年2月にリー
ダー研修会として実施した「神戸空港見学」
が思い出に残っています。間近で見る飛行機
と消防車の大きさと迫力にはびっくり！　
昼ごはんのカツカレーが美味しかったです。
参加者一同、喜んでいました。
　今後も、東灘区子ども会
連合会にご支援、ご協力を
お願いします。

竹中　正雄（連合会長）
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　毎年行っています東灘区子ども運動会は、子ど

も会の一大イベントです。

　年齢の枠を超えて交流する機会は年々減って

いますが、この運動会を見ていると子どもたちに

とって大事なことであると思います。子どもたち

を取り巻く環境は、私たちの時とは大きく変わっ

ています。決して効率的ではないかもしれません

が、昔からある子どもたち同士の関係や、自分の

子ども以外の子どもとのかかわり方など、より深

く周りの人とかかわる機会にこの運動会がなっ

てくれればうれしいです。

齋藤　勝洋
（体育部長）

図画書道大会　
　例年7月初めより募集を始め、8月終わりの日曜
日に御影公会堂での表彰式となります。式終了
後、御影市場内旨水館にて展示しております。賞
には区長賞を含め6種の賞を用意していました。
結果毎年数多くの作品を頂いております（700 ～
800品）。
　書道は、力強く大きく書いた作品が各賞に選ば
れ、絵画はテーマにあった作品、年齢相応の画風
が選ばれているようです。絵画は市子連のテーマ
に併せていますので、会員の作品は市のコンクー
ルへの応募となります。優秀な作品は2度表彰を
受けることもあります。
　区子連表彰式は真夏ということで参加表彰さ
れる方も大変ですが、関係スタッフの方も大変な
ご苦労をお願いしています。今後も、学童図画書
道大会に多数の参加をよろしくお願いします。

山野　勝久
（文化部長）
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東灘区子ども会連合会は、地域の中で異なる年代の子どもたちが集まって活動している団体です。
家庭や学校ではなかなか経験することの出来ない貴重な体験が楽しめます。一般の方も参加できる行事
も企画しているので、子ども会に入っていない方も、ぜひ一度遊びに来てください。様々な年代のお友だち
ができますよ。
興味のある方は、上記電話番号までお気軽にお問い合わせくださいね！

平成２９年  ４月1６日
               ５月２０日

               ８月２７日
      ９月２３～２４日
             １１月２３日

平成３０年  ３月

総会
うはらまつり出店
（焼きそば・フランクフルトなどの販売）
学童図画書道大会表彰式
リーダー研修会（神戸市立自然の家）
東灘区ミニ子ども運動会
※１０月１５日の運動会は雨で中止になりました。
子ども会新聞「みんな集れ東灘っ子」発行

◎平成２９年度行事報告

学童図画書道大会表彰式（平成２９年８月２７日
）

新しくなった御影公会堂で行いました。開港15
0年の今回の募集

テーマは「みなと」。子どもたちが一生懸命かい
てくれた海の作品

はどれもきれいで神戸の海の素晴らしさが伝わ
ってきました。

年間行事 1

リーダー研修会（平成２９年９月２３日、２４日）
神戸市立自然の家で１泊２日の研修会を行いました。さまざまなプ

ログラムを通じて、参加者同士の交流が深まりました。

年間行事 2

東灘区ミニ子ども運動会（平成２９年１１月２３日）
東灘区子ども運動会が残念ながら雨で中止になり、御影小学校校
庭でミニ運動会を開催しました。

年間行事 3

平素は子ども会活動に多大なるご協力を賜り厚くお礼申し上げます。東灘区子ども会連
合会では「学童図画書道大会」、「リーダー研修会キャンプ」、「東灘区子ども運動会」
等の行事を中心に活動しております。入会すれば楽しい行事や友達の和も広がる魅力あ
る子ども会になるよう頑張っております。今後とも、さらなるご尽力、ご支援をよろしく
お願いします。

参画と協働による地域づくり活動を実践し、こころ豊かな美しい兵庫づくりの実現に向け
た子ども会での功績が認められました。

東灘区子ども会連合会　会長　竹中　正雄

◎ごあいさつ

子ども会では、「子どものリーダー」を募集しています。中学生や高校

生のみなさん！ アウトドアやキャンプ、イベントの企画運営などのお

手伝いをしてみませんか？ 年に数回の参加でも大歓迎です☆

随時募集していますので、興味のある方はお気軽に事務局までお問

い合わせくださいね。

リーダー大募集！

078-841-4131

平成３０年３月
発行者：東灘区子ども会連合会・広報部

事務局：東灘区役所　まちづくり課

子 ど も 会 っ て ？
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◆兵庫県自治賞
　馬場　喜美世さん
　 （東灘区子ども会連合会　会計）

◎表彰の報告
地域の子ども育成に日々励んでいます！

ば ん ば き み よ

地域の中で就学前３年の幼児から高校生までの様々な年代の子どもたちを構成員とし、活動を支える指導者と育成者が集まって活
動している団体です。
家庭や学校ではなかなか経験することのできない貴重な体験が楽しめます。一般の方も参加できる行事も企画しているので、子ども
会に入っていない方も、ぜひ一度遊びに来てください。様々な年代のお友だちができますよ。

078-841-4131

平成３1年３月
発行者：東灘区子ども会連合会・広報部

事務局：東灘区役所　まちづくり課
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子ども会とは？

学童図画書道大会表彰式
（御影公会堂）
今年も図画書道合わせ、700点
以上の応募がありました。

リーダー研修会（県立西はりま天文台公園）
夜間観望会で見た、星や月が
はっきり見えて感動！　
初対面でもすぐに仲良く楽し
く過ごしました。

東灘区子ども運動会（魚崎小学校校庭）
秋晴れの中、450名が集い、楽しく力いっぱい頑張りました。
多数の企業からの景品提供があり、出場者は和気あいあいのなか、
必死に走っていました。

◎平成３０年度行事報告
総会・区子連会長表彰式
うはらまつり出店（焼きそば・フランクフルト販売）
学童図画書道大会表彰式   
東灘区子ども運動会
リーダー研修会（宿泊研修）
指導者・育成者研修会（ボウリング大会）
広報紙発行

平成30年  4月22日
5月19日
８月26日
10月１4日

11月24日～２5日
平成31年  3月  2日

3月       

◎平成３０年度表彰報告
◎指定都市子ども会連絡育成研究協議会表彰
　柴田　征三（魚崎子ども会）

◎神戸市社会福祉協議会理事長感謝状
　地守　真由実（ふたば子ども会）

◎神戸市社会福祉大会
   •市長表彰(優良子ども会）
　深江南町2丁目子ども会

◎神戸市子ども会連合会会長表彰
　　 森岡　勝(ファイブフィッシュクラブ)
　　 井上　幸太郎(魚崎南町東部子ども会)
　　 長束　幸造(ファイブフィッシュクラブ)

　　 ファイブフィッシュクラブ
　　 呉田地区子ども会

◎神戸市子ども会絵画コンクール
　•神戸市社会福祉協議会理事長賞
　　清末　結心（はまいしやキッズ）

　•神戸市総合児童センター所長賞　
　　山下　千賀（ふたば子ども会）
　　小川　琉斗（はまいしやキッズ）

　•神戸市子ども会連合会文化部長賞
　　小松原　ももな（魚崎子ども会）
　　新納　柚子（ふたば子ども会）

　•入選
　　松村　知穂（ふたば子ども会）
　　佐々井　那月（ふたば子ども会）
　　小川　篤斗（はまいしやキッズ）

　平素は子ども会活動にご協力をいただきありがとうございます。
　近年、少子高齢化や地域格差が急速に進み、子どもをと
りまく社会状況は大きく変化しています。貧困家庭が増加し、児童虐待や若者
のひきこもり、さらにはインターネット利用にかかわる様々な問題が危機感を持っ
て叫ばれています。
　そこで子ども会は、時代や社会の変化や、地域課題を敏感にとらえ、次代の
地域を担う子どもたちの社会性、協調性、ふるさとを愛する心を養い、いきい
きとした、夢のある地域の未来づくりに取り組みますのでご協力をお願いします。
また、お子様とご一緒に参加をして下さい。

東灘区子ども会連合会　会長　竹中　正雄
◎ごあいさつ

エム・シーシー食品株式会社
菊正宗酒造株式会社

キューピー株式会社神戸工場
（株）J-オイルミルズ神戸工場
髙嶋酒類食品株式会社
東洋ナッツ食品株式会社
トーラク株式会社
西日本明星株式会社
日本精化（株） 神戸工場
白鶴酒造株式会社
フジパン（株）神戸工場
株式会社　本髙砂屋

三井製糖株式会社神戸工場
岡田工業所（有）
御影旨水館

（有）柴田モータース
福田印刷工業（株）
松葉寿司

綱敷天満神社

協賛企業一覧

団
体

個
人

ジュニアリーダーから40年経っても
子ども会会員
　子ども会に入会して得たものばかり…
　私が区子連のリーダーになったのが高校1年生
でした。
　あの頃、子ども会は異年齢集団という事で幼児か
らお年寄りまでが活躍できる場所でした。リーダー
研修は年に5回有り、最終回に宿泊研修に行くのが
目標で単位のサブリーダーがこぞって参加しまし
た。他区の単位キャンプに引率で参加し、サブリー
ダー・ジュニアリーダー・シニアリーダー・育成者・
指導者も楽しみながらの活動でした。
　今は、子ども会の魅力が無くなってしまったのか
リーダーを育てられなくてとても残念ですがリー
ダーになって今の私が有るので子ども会に感謝し
ています。
　この場をお借りして、リーダー部OB会を開催し
ます。４月26日（日）場所は中野さん宅です。もし、
この記事を見られた方でリーダー経験者の方連絡
いただけたらとてもうれしいです。
　よろしくお願いします。

馬場　喜美世

〈会員から〉
　東灘小学校の子どもたちに、年度始め募集をか
け、1年間活動しています。年々少人数になってい
ますが、親子で楽しんでもらっています。

地守　真由実 （ふたば子ども会会長）

　子どもたちと、楽しみながら毎回行事を行ってい
ます。夏はそうめん流しに秋にはハロウィンなど地
域との交流も大切にしています。

八木　容子（はまいしやキッズ）

〈編集後記〉
　子ども会新聞をこの15号で、休刊とさせていただきま
す。ご拝読ありがとうございました。
　改めて15年間分をみると、子どもたちの笑顔は素敵だ
と感じました。この子たちは子ども会を通じ、多くの友達
を作り、貴重な経験を糧に、次世代を担っていってくれる
だろうと思います。
　新聞は休刊となりますが、子ども会行事は、これからも
開催できるように、役員・代表者、努力しますので、ご参
加・ご協力をお願いします。
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078-841-4131

令和２年３月　発行者：東灘区子ども会連合会・広報部
事務局：東灘区役所　まちづくり課
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❶

❺
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本山

御影
魚崎

本庄・深江

住吉

❶石町子ども会〈休会中〉

❷群華子ども会〈休会中〉

❸御影ファイターズ

❹はまいしやキッズ

❺住吉台子ども会

❻呉田地区子ども会

❼茶屋地区子ども会〈休会中〉

❽魚崎子ども会

❾魚崎川西子ども会

10フレンドリー子ども会

11魚崎みどり子ども会

12魚崎南町3丁目子ども会

13ファイブフィッシュクラブ

14魚崎南町東部子ども会

15横屋子ども会

16梅林子ども会

17ふたば子ども会

18深江南町2丁目子ども会


