時～ 天城憩の家において、岡山

家庭教育講座「男女共同参画研修会」開催
月７日（土）

県男女共同参画推進センターの情報交流員 小林鈴代

日 （日 ）

時～

天城憩の家において、育

修会」を開催しました。これは、岡山県のウィズセン

した。年度当初、古くなっている３枚の防犯看板を画

長・飯田副部長、顧問の池田先生がご出席くださいま

式典には、多津美中学校美術部から、生徒の千神部

美術部から快いお返事をいただき、今回の活動に結び

き替えたいという思いを述べたところ、多津美中学校

一．はじめに

生からごあいさつをいただきました。そして、新装な

まず、当会支部長よりお礼のことばを述べ、池田先

ついたものです。

っ た育成 看板 の除幕 式を行 い、出 席者に 披露し ま し

三．ワーク

二．ビデオ「大助 花子の男・女どっちが得？」

講座の内容は次のとおりです。

ターが積極的に推進している“出前講座”に当会が直

成看板披露・感謝状贈呈式を行いました。

１月

多津美中学校美術部制作の育成看板披露
ならびに感謝状贈呈式

[編集]
家庭教育部

接申込みをしたもので、初めての試みです。

先生を講師にお招きし、当会主催の「男女共同参画研

多津美中学校区
青少年を育てる会
天城小支部

四．ジェンダーチェックをやってみよう

倉敷川土手の清掃と草刈り

第 19 回天城学区民ふれあい大会

7／7 と 11／3、延べ 400 名の方に参
加していただきました。「おかやまア
ダプト」事業にも参加しています。

10/6 今年はイベントの一つとして、
「倉敷市ゆるキャラ大集合！」を開催
し、計７体の着ぐるみが出演しました。

★「夏季学区内夜間見まわり」

“子どもたちを被害者にも加害
者にもさせない”を合言葉に、７
～８月の雨天を除く毎週金曜日と
隔週火曜日の計８回、当会役員・
推進委員、天城小・多津美中の先
生方、地域安全推進員、藤戸駐在
所ほか、延べ 名を超す参加者
を得て、３つのコースの見まわ
りを実施しました。特に通学路
に危険箇所はないか、防犯灯の
球切れ等について確認しました。
（青少年育成部・環境浄化部）

★「教育講演会」

【天城幼稚園】 ／ 「子どもが
育つということ～後悔しない子育
てのポイント～」森口 章先生
【天城小学校】 ／ 「発達障
がいの子どもたちから学ぶ よき
子育てとは！」佐分利 尚孝先生
【天城保育園】 ／ 「絵本を
読む」堀 七美先生
各学校園で教育講演会が開催さ
れ、多数のご参加をいただきまし
た。当会も教育講演会を共催・後
援しています。 （家庭教育部）

ク・パラリンピックからたくさん
の感動をもらいました。各競技に
全身全霊をかけてひたむきに打ち
込む姿に、勇気や元気をもらいま
した。
私たちも日常の中で、自分なり
に目標を立て、それに向かって挑
戦し、どんな結果であろうと清々
しい気持ちで結果を受け止め、支
えてくれた人へ感謝する。そんな
生き方ができたら最高ですね。

今年の冬は、ソチ オリンピッ

◇ 編 集 後 記 ◇
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[発行]
た。その後、当会から多津美中学校美術部に対し、感
当会では、できる

謝状を贈呈しました。
だけ子どもたちと一
緒にできる事業や活
動を増やしていきた
いと思っています。
そして、子どもたち
がやってくれたこと
を正しく評価したい
と思います。それが
お互いのモチベーシ
ョンアップにつなが
（環境浄化部）

ると信じています。

23

13

五．質疑応答・意見交換
分間でした。圧巻はマンガ

単なる座学ではなく、個人ワークがほとんどでした
ので、あっという間の
『サラリーマン専
科』の吹き出しに
「どんなセリフが
はいる？」でした。
受講された方か
らは「初めての分
野で勉強になった」
「ぜひ地域の集ま
りでも利用したい」
との前向きなご意
見・感想をいただ
（家庭教育部）

育成・防犯看板の設置

今年は、上記式典のあと、中学生に
画き替えてもらった看板３枚の設置を
行いました。
多津美中学校区
人権学習推進委員会

30

19

裏面も
ご覧くださ
い。

http://sodateru-amaki.blog.so-net.ne.jp/
Google「青少年を育てる会」で検索

おかげさま
で、もうすぐ
７年目を迎
えます。

当会のホームページを公開しています。

6

10

100

6

平成２６年３月１９日発行
きました。

90

11

12

H25 年度活動スローガン

「第６回ふれあいウォークラリー大会」
を終えて
日の日曜日に天城小学校をスタート・ゴール

月

日（木）

時

分～

岡山

県天神山文化プラザにおいて、青少年の健全育成

年

理を手伝ってくださった天城小学校ＰＴＡの皆さま、

に 特に 顕著な 功労 があっ た団 体と して 、当会 は

平成

お子さんをベビーカーに乗せて参加してくださったチ

競技に参加してくださった皆さま、地域の皆さま、ご

「県知事賞」を受賞し、表彰状を授与されました。

最後になりましたが、ご来賓の皆さま、うどんの調

ームがありました。天城幼稚園や天城小学校の先生方

協力ありがとうございました。今後も『多津美中学校

祖父さんと一緒に参加してくださったチーム、０歳の

もチームをつくって参加していただき、大会を盛り上

り感謝申しあげます。

年２月に発足し、爾

さて、当会は多津美中学校区青少年を育てる会

の小学校支部として、昭和

年間、当会の目的である“青少年の健全育

ました。

一口に

年と云いましても、その道程は決して

成”実現のため、みなさまとともに歩んでまいり

来

月の岡山県倉敷地

区青少年を育てる会 天城小支部』の活動に対するご理

方振興局（現 備中県民局）長表彰以来の受賞で、

見があるかもしれませんよ

（青少年育成部）

年

げてくださいました。小学校の先生の中には、５年連

解・ご支援をよろしくお願いいたします。まだ参加し

や 寺崎 山古 墳

当会にとっては、平成

続で参加してくださっている先生もいます。

ちなみにこの日は、
「ソチオリンピック」の最終日、

を 尋ね るコ ー

ラリー大会』に参加してみませんか？

これもひとえに、平素より当会を支えてくださっ

今回は、下

たことがない方は、次回の『第７回ふれあいウォーク

30

ている天城小学校区のみなさまのおかげと、心よ

14

何か新しい発

11

告を申しあげます。

まことに略儀ながら、お礼かたがた受賞のご報

りますよう、衷心よりお願い申しあげます。

地域のみなさまには、引き続きご支援をたまわ

み出していきたいと思います。

次世代のために、勇気をもって、新しい一歩を踏

築かれた土台の上に安穏としているのではなく、

今後も、諸先輩が発足以来、試行錯誤しながら

解しています。

く、一つのマイルストーン（一里塚）であると理

は、当然のことながら、この受賞をゴールではな

そして、笑顔があったに違いありません。私たち

や活動内容に落ち着くまでには、多くの汗や涙、

ていることも、ままありました。現在の事業形態

め、一歩前に進んだつもりが結果的に二歩後退し

多津美中学校区青少年を育てる会 平坦ではありませんでした。青少年健全育成の取
天城小支部長
猪股 秀樹 り組み方や方法には、これといった正解がないた

「青少年健全育成功労知事表彰」
を受賞して

14

２月
地点として「第６回ふれあいウォークラリー大会」を
開催しました。ウォークラリーとは、交差点や分岐点
だけが書いてあるコマ図を頼りに問題を解きながら、
あらかじめ設定した時間を予測してゴールまで進む

路線跡を通

津 井電 鉄線 の

当日は朝から天候に恵まれ、２月下旬としては暖か

り 、追 留古 墳

レクリエーション・ゲームです。

13

11

57

組１１６名もの人が参加してくださいました。

また、
「東京マラソン」や「そうじゃ吉備路マラソン」

ス でし た。 ア

藤 戸ハ イツ 、

点と

31

く、

25

30

など、スポーツイベントが多く開催された一日でし

ウォークラリーが天城に復活して６年目になりま

藤 戸南 台を 通

ビ オ藤 戸台 、

すが、今回嬉しかったことは、６年前は小学生だった

る 高低 差の あ

た。

子どもたちが、高校１年生になった今年もチームをつ

るコースだっ

にも真剣に取り組んでもらった結果、平均点は

ています。

過ごしていただき、主催者として、とても嬉しく思っ

い時間でしたが、ご家族や友人と一緒に楽しい時間を

像することができました。開会式から閉会式までの短

しゃべりをしながらコースを歩いている姿を容易に想

だ！」と話をしているのを見ると、皆さんが楽しくお

な？」
「設定時間はどれぐらいかな？」
「全問正解

元気に戻ってきた皆さんが、「僕は何位ぐらいか

はちょっと難しかったようでした。

いう高得点でした。でも、チャレンジゾーンの輪投げ

86

のですが、皆さん元気に帰ってきました。また、問題

たので、小さいお子さんにはキツイかなと思っていた

くって参加してくれたことです。他にも、香川県のお

観察ゾーン付近（藤戸・天城の町並みを臨む）

！！
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