青少年健全育成「家庭標語」募集
ならびに優秀作品発表

この冬休みを中心に、子どもと保護者の対話を少し
でも進めてもらうため、子どもと保護者の一対
（２点）
の標語で一作品という、少し変わった形式で「家庭標
テーマは、次の５つの中から自由に選択してもらい
明るい家庭

青少年健全育成「家庭標語」優秀作品 （敬称略）
最優秀賞【１作品】

恵

「おてつだい 決められたこと よろこんで 」
倉敷市立天城小学校 ３年
臼井 千紘
「うれしいな やさしい気持ち ありがとう 」
保(護者 )
臼井

６歳

仙田 煌喜

（順不同）

----------------------------------------------優秀賞【３作品】
「あさ おきたら まず おはよう 」
倉敷市立天城幼稚園

「いちにちの はじまり きもちよく 」
保(護者 )
仙田 純香
----------------------------------------------------「つうがくろ かならず だれかと かえります 」
倉敷市立天城小学校 １年
三宅 裕大
「いえのひと ちいきのひとで みまもろう 」
保(護者 )
三宅 和美
-----------------------------------------------------

倉敷市立多津美中学校

１年

横川 陽向

「元気にあいさつ 照れくさい でも 勇気出したら 気
持ちいい 」

保(護者

)

横川 知英

防犯看板の設置

倉敷川土手の清掃と草刈り

1／18（日）、「子ども安全パトロー
ル実施中！」看板を 2 枚新規設置しま
した。これで累計 30 枚になりました。

6／15（日）
・10／26（日）の 2 回、
延べ 550 人が参加しました。
みんなで、
気持ちのいい汗をかきました。

★「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、当会推進委
員・役員、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。通学路に危
険箇所や防犯灯に球切れがない
か、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】 ／ 「忙しい人
のキラキラ子育て」 浅間玲子
先生
【天城小学校】 ／ 「テレビ・
ゲーム・ケータイ・スマホのこ
わ～い話」 筒井愛知 先生
【天城保育園】 ／ 「歯っする
歯育て」 家守己恵子 先生
各学校園・ＰＴＡ等で教育講演
会が開催され、多数のご参加をい
ただきました。当会も共催・後援
しています。
（家庭教育部）

た。迎える子どもたちにとっては、
とても大きな節目であり、きっと
思い出に残る特別な一日となるこ
とでしょう。反面、次のステップ
に不安や戸惑いを覚え、情緒がと
ても不安定になりがちです。
古来、
「子どもは地域の宝」と言
います。保護者の方はもちろん、
地域で子どもたちを見守りたいと
思います。入学・入社式は、すぐ
そこにまで来ています。

卒業・卒園式の季節となりまし

◇ 編 集 後 記 ◇

16

[編集]
家庭教育部

「その勇気 みんなに広がり 笑顔咲く そんな あなた
に また笑顔 」

22

多津美中学校区
青少年を育てる会
天城小支部

----------------------------------

28

[発行]
佳作【５作品】は、紙面の都合により、裏面に掲載してい
ます。

6

語」を募集しました。
ました。
ボランティア・地域活動への参加
元気なあいさつ
家での決まりごと
かっこいい大人・たくましい子どもとは

応募資格は、天城小学校、天城幼稚園、天城保育園、

点）の

多津美中学校、倉敷天城中学校の児童・園児・生徒お
作品（

日（月）に選考委員会を開催し、厳正なる

うございました。
１月

審査の結果、次のとおり、優秀作品を決定しました。
２月４日（水）、受賞者の方には各学校園を通じて、
また、当会ホームページにおいてお知らせしました。
賞状の授与は、各学校園を通じて行いました。
これらの優秀作品については、次年度以降の当会の
活動において、さまざまな形で使用させていただきま
す。

天城小学校での表彰式の様子

2／18（水）、給食の時間に校内放送
で表彰式が行われました。5 人はそれ
ぞれ自分の標語を読み上げました。
多津美中学校区
人権学習推進委員会

120

6

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

よびその保護者の方です。
最終的にこの「家庭標語」に、
42

応募がありました。たくさんのご応募、誠にありがと

21

おかげさま
で、もうすぐ
８年目を迎
えます。

当会のホームページを公開しています。

(5) (4) (3) (2) (1)
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平成２７年３月１２日発行

H26 年度活動スローガン

日（日）に天城小学校をスタート・ゴール地

青少年育成部

第７回「ふれあいウォークラリー大会」
を終えて
２月
点として、「ふれあいウォークラリー大会」を開催し
ました。おかげをもちまして、スローガン“歴史散策・
健康づくり・みんなで楽しく歩こう！”を掲げ、今年

組

名もの多数の参加をいただき、主催

度で第７回を迎えることができました。
今回、
者としてこれ以上の喜びはありません。ありがとうご
ざいました。
ウォークラリーとは、時間得点と課題得点の合計点
で競うゲームです。出発時にお渡しするコマ図に従っ
て進み、途中で与えられる課題に回答しながら、目的
地を目指します。設定時間より早く着きすぎても減点
となるので、急いで進む必要はありません。このため、
体力差や年齢、性別に関係なく誰でも参加できるので
す。

たが、参加者の強い思いが天に通じたのか、競技時間
中は、ほとんど雨に降られることはありませんでした。

「組織の活性化に向けて」

当会の会議体は、総会（推進委員会）、部会、役員

です。

分に相当する部分（山道や石段のある“ワ 会で構成されており、今年度の活動実績は次のとおり

ただし、安全を最優先とするため、あらかじめ用意し
ていた約
クワクロード”）を大きくカットしました。

･ １
･ ２･ ３
･月）

◇総会（推進委員会） １回（５月）

点は次のとおりです。
【遍照院～天城池田家墓所～海禅

◇部会 ２回（５ ７･月）

今回は、天城の寺社等を巡るコースです。主な通過

寺～天城台集

◇役員会 ８回（４ ６
･ ９
･

会所（休憩）

（表面から続く）

（順不同）

青少年健全育成「家庭標語」優秀作品 （敬称略）

佳作【５作品】

「えがおが つづけば かぞくも いちにち げんき

６歳

三原 衣代

な あいさつで いいこと いっぱいあるよ 」

天城保育園

「笑顔で 笑い声 毎日響く 未来に与えたい 幸せ

な日々 」

昊征

西川眞佐栄

西川

三原 愛子

現状、推進委員の皆さまには、大まかな事業計画を

――――――――――――――――――――――――

)

～笹無山～正

総会でご審議いただき、その後、詳細を役員会で決め

保(護者

福寺～静光寺

「かっこいい せいぎのみかた なりたいな 」

倉敷市立天城小学校

)

)

)

３年

４年

２年

「決まりは いつか 習慣になる 」

岡山県立倉敷天城中学校

なで 朝ごはん 」
保(護者

)

片山 隆太

片山 亜紀

上森 皓貴

上森 雅子

森垣 隆寛

「休日も いつもの時間に 目を覚まし 家族みん

森垣 隆暉

――――――――――――――――――――――――

保(護者

「『ただいま～』 その ひと言で ひと安心 」

倉敷市立天城小学校

「『行ってきます』 朝のスタート 気持ちよく 」

――――――――――――――――――――――――

保(護者

「『こんにちは』にっこにこ 笑顔のおまけつき 」

倉敷市立天城小学校

「ぼくからだ 毎日あいさつ 言ってみよう 」

――――――――――――――――――――――――

保(護者

「妹に カサをさす きみ ヒーローだ 」

１年

るというパターンが定着しています。

手間がかかっても、もっと部【青少年育成部・家庭

教育部・環境浄化部】会を活用し、各部長が中心とな

当会設立当初の理念に立ち返り、今後、組織の活性

り、話し合いをしていく必要を感じています。
道程を、途中

化を推進してまいりますので、皆さまには一層のご理

分の

コースアウト

解・ご協力をお願いいたします。

時間

設定時間１

ト教会】

～天城キリス

10

したチームも
ありましたが、全員無事、完歩しました。コースを短
くした影響もあって、大変な接戦になりましたが、上
位９チームの方にはそれぞれ賞品を贈呈しました。お
めでとうございました！
参加された皆さん、当大会を通じて、家族や友人の
間で会話が弾み、笑顔がたくさん見られたでしょうか。
来年ももっと多くのチームと出会えることを楽しみに

さいました天城小ＰＴＡの皆さん、そして地域の皆さ

校・天城幼稚園の先生方、うどん調理を手伝ってくだ

美公民館 三宅館長、また、選手として参加の天城小学

小学校 樋口教頭先生、藤戸駐在所 原巡査部長、多津

終わりに、ご来賓の天城幼稚園 石井園長先生、天城

しています。

×2

30

まにはご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。

第２回部会／全体会の様子 （7／2 天城憩の家）

167

大会当日は天気予報どおり、前日夜から雨模様でし

“歴史散策・健康づくり・みんなで楽しく歩こう！”

44
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