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５５５５    塩塩塩塩    津津津津    地地地地    区区区区    

１１１１    塩津地区第塩津地区第塩津地区第塩津地区第 1111 回青少年健全育成協議会回青少年健全育成協議会回青少年健全育成協議会回青少年健全育成協議会    

(1) 日 時 平成 25 年 5 月 11 日(土) 13:30～15:30 

(2) 場 所 塩津中学校 大会議室 第 1 回参加者数 95 名 

(3) 内 容 

①市民憲章唱和     先唱 塩津中ＰＴＡ副会長  池田 明子氏 

②あいさつ             健全育成協議会長        草次 英夫氏 

蒲郡警察生活安全課課長 岡野 典康氏 

市青少年センター所長  清水 孝夫氏 

③学校より              塩津中学校長        福井 淸司氏 

④情報交換              地区補導員代表      白川 一行氏 

塩津小学校の実態   伊藤 松二氏 

塩津中学校の実態   清水 政秀氏 

⑤協 議 ・塩津地区青少年健全育成協議会規約について 

・地区協議会 【進行 地区代表】 

○自己紹介 ○最近の児童・生徒の姿 

○問題になる遊び場・たまり場・危険箇所 ○地域ふれあい活動について 

・全体協議 

○各地区協議会の発表 ○全体質疑     

⑥閉 会                  塩津公民館長  田島 道秋氏 

２２２２    塩津地区第塩津地区第塩津地区第塩津地区第 2222 回青少年健全育成協議会回青少年健全育成協議会回青少年健全育成協議会回青少年健全育成協議会    

(1) 日 時 平成 25 年 10 月 18 日(金)  13:30～15:30   第 2 回参加者数 83 名 

(2) 場 所 塩津小学校 多目的教室 

(3) 内 容 

①市民憲章唱和   先唱 塩津小ＰＴＡ副会長   中田由起子氏 

②あいさつ         健全育成協議会会長   草次 英夫氏 

蒲郡市青少年センター所長  清水 孝夫氏 

市安全安心課課長     永井 幸久氏 

市議会議員        新實 祥悟氏 

③学校より         塩津小学校長   小田 正男氏 

④情報交換         蒲郡警察署生活安全課課長  岡野 典康氏 

地区補導員代表    白川 一行氏 

塩津小学校の実態    伊藤 松二氏 

塩津中学校の実態   清水 政秀氏 
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⑤協 議 ・地区協議会 【進行 地区代表】 

○最近の児童・生徒の姿  ○問題になる遊び場・たまり場・危険箇所 

○地域ふれあい活動について 

・全体協議 

○各地区協議会の発表 《地区代表者》○全体質疑 

⑥閉 会                塩津公民館長   田島 道秋氏 

【第 1 回・第 2 回の参加者】 

 各総代 地区市議会議員 地区常会長 警察署生活安全課長 安全安心課課長 保護司 

民生委員 健全育成担当 地域補導員 警察署少年補導員 祭保存会代表 

 人権擁護委員 公民館長・主事 子ども会役員 児童館長 児童委員 保育園長 

 小中学校ＰＴＡ役員・補導部員 青少年センター所長 小中学校長・校務主任 

３３３３    平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    塩津地区地域ふれあい活動塩津地区地域ふれあい活動塩津地区地域ふれあい活動塩津地区地域ふれあい活動    

地区名 月 日 テーマ おもな内容 

西迫 5 月 12 日（日） 親子ふれあい草刈・清

掃活動 

さくらの馬場の草刈，通学路の草

刈・掃除 

柏原 6 月 23 日（日） グランドゴルフ＆防

犯教室 

年の差を超えたグランドゴルフ 

消火活動、簡易担架作り 

奥林 6 月 30 日（日） 交通安全教室 交通安全・防犯対策の講話 

鹿島南 8 月 10 日（土） 

8 月 11 日（日） 

納涼盆踊り 盆踊り、屋台による出し物 

かき氷、団子など 

松田 8 月 11 日（日） ふれあい納涼まつり 盆踊り、屋台による出し物 

 風船つり、輪投げなど 

竹谷町区 8 月 13 日（火）

8 月 14日（水） 

竹谷町区ふれあい盆

踊り大会 

事前練習によるふれあい 

盆踊りと屋台でのふれあい 

川東 8 月 13 日（火） 

 

川東区ふれあい盆踊

り大会 

盆踊り、屋台による出し物 

 流しそうめん、かき氷など 

拾石 

 

9 月 22 日（日） 県道蒲郡深溝線のペ

ンキ塗り 

県道の路側帯に緑色のペンキを塗

る 

鹿島東 9 月 29 日（日） 防災訓練 

 

防災訓練 炊き出し訓練 

負傷者搬送訓練 給水訓練 

 
 

４４４４    地域ふれあい活動地域ふれあい活動地域ふれあい活動地域ふれあい活動    
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西 迫 
日時 ５月１２日（日） 8 時 30分～10 時 30分 

会場 さくらの馬場周辺・通学路   参加者 60 名 

テーマ 親子ふれあい草刈・清掃活動 

今年も好天のもと，大人の方が草刈機で刈った草を中心に、小中学生が協力してさくら

の馬場と通学路に分かれて集めたり運んだりした。総代さんの元気の良いさわやかなあい

さつで活動がスタートした。地区全体の力で、自分たちの身の回りをきれいにするという

活動の姿から、地域の方々の絆の強さを実感した。休憩中の地域の方との会話では、「さく

らの馬場」の名前の由来となった軍馬を飼育し走らせていたことなどの歴史にふれること

もできた。 

 お父さんたちが草刈り機で刈ってくれた草をみんなで集めてふくろに入れていたら、いっ

ぱいあってびっくりしました。私たちが通る通学路の草を刈ってくれたので、とてもさわや

かな気持ちになりました。みんな真剣に協力してやっていたので良かったです。 

（塩津小６年 高橋知比路） 

 たくさんの地域の方が草刈り機をもってきてくれ広い範囲でしたが、効率よく作業ができ

ました。みんな真剣にしっかりできて良かったです。作業の内容は、さくらの馬場は中学生

が、通学路は 6 年生を中心に小学生が草を集めました。いつもあいさつくらいしかできてい

なかった大人の人と、ふれあうことができて、すごく良い機会となりました。 

（塩津中 2 年 孕石 歩美） 

柏 原 
日時 6 月 23 日（日） 9 時 30分～12 時 00分 

会場 柏原スポーツ広場   参加者 60 名 

テーマ グランドゴルフ＆防災教室 

柏原のふれあい活動は、前半はグランドゴルフ、後半は防災訓練を実施した。グランドゴ

ルフは初めてやる児童生徒が多く、大人の人に手取り足取り教えていただきながら、楽し

く交流する姿があちらこちらで見られた。防災訓練では、いつ起きるか分からない東海地

震に備え、簡易担架の作り方や消火器の使い方のレクチャーを受けた。小さい子からお年

寄りまで、楽しく真剣に活動している姿が印象的であった。 

 グランドゴルフをして年の差をこえて数多くの人とふれあ

あうことができました。はじめはどうやるのか分かりません

でしたが、地域の人が優しく教えてくれとても楽しかったで

す。担架作りなどは、教えてもらったことをこれから生かし

ていきたいです。（塩津小６年 杉浦 喬是） 

防災教室では、消火器訓練と簡単な担架の作り方を教えて

いただきました。担架は、洗濯竿と毛布で作ったものでしたが、小学生 2 人が乗ってもいいく

らいの丈夫なものができました。やり方を忘れないようにしたいです。また、消火器訓練では、

水の勢いがすごくてびっくりしました。グランドゴルフも楽しめたし、地震に対する備えも少

しできるようになったので良かったです。   （塩津中２年 村越 開） 
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奥 林 
日時 ６月３０日（日） 10 時 00分～12 時 00分 

会場 奥林公民館   参加者 70 名 

テーマ 交通防犯教室 

奥林のふれあい活動では、安全安心課の職員の方による交通安全と防犯教室が実施された。

交通安全については、ＤＶＤを鑑賞し、トラックや車が道を曲がるときに、運転席から見

える範囲の説明などがあった。子どもにとってはふだん自分たちが見ていない別な角度か

らの映像を見ることで、危険な状況を実感することができた。また、自転車に乗っている

ときに、どれだけヘルメットが必要なものか再確認することができた。さらに、空き巣の

対策方法などを説明していただき、防犯意識を高めるきっかけとなった。 

最初のあいさつの時に、愛知県が交通事故ワー

スト１位、泥棒も 20％増えていると聞いてびっく

りしました。事故を防ぐ３つの約束事をしっかり

守って、私たちの住む愛知県を事故のない安全な

場所にしていきたいです。 

（塩津小５年 鈴木 涼子） 

ふれあい活動を通して、通学の時などたとえ歩

道を歩いていたとしても、運転手や相手のことを

考え、特にトラックには運転席からでは見えない死角というものがあるということを忘れ

ず、事故にあわないようにこれから気をつけていきたいと思いました。 

（塩津中３年 渡邊 祐子） 

鹿島南 
日時 ８月 10 日（土）11 日（日） 19 時 00分～21 時 00分 

会場 鹿島児童公園   参加者 200 名 

テーマ 納涼盆踊り 

今年も、例年行っている盆踊りを地域ふれあい活動とした。公園を安全に利用できるよ

うに工夫されており、浴衣で参加される方もいて、楽しい雰囲気のもとにぎわっていた。

子どもたちも、積極的に屋台やジュースを配るなどの手伝いを積極的に行っていた。こう

した姿から、地域に根ざした活動であると実感できた。２日間とも鹿島地区だけではなく

大勢の人がきており、盛大に実施されていた。 

ふれあい活動には、私の同級生や先輩など、たく

さんの人が手伝いに参加していました。みんな言わ

れたことをしっかりできていてよかったと思いま

す。私もたくさん働くことができました。来年は、

言われてからではなく、言われる前に自分で考えて

行動したいと思います。鹿島地区のふれあい活動は、

は、来た人も楽しんでいたし、私自身も楽しめたの

で良かったです。                 （塩津中２年 三田 清楓） 
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松 田 
日時 ８月１１日（日） 19 時 00分～21 時 00分 

会場 松田スポーツ広場   参加者 100 名 

テーマ 納涼盆踊り 

納涼盆踊りとして、スポーツ広場で盆踊りを実施した。子どもたちは水風船をふくらま

せたり、綿菓子やカキ氷を作ったりして楽しそうに地域の方とふれあっていた。中学生が

小学生などを上手にリードしている様子がとてもほのぼのとしていた。小さい頃から顔見

知りが多い地区の絆の深さを感じることができた。 

 僕はふれあい活動で、風船つりの手伝いをしました。

た。小学生や保育園の子達が楽しそうにやっている姿

を見ると、自分も小学生の時、ふれあい活動を楽しみ

にしていたことを思い出しました。正直、楽しそうに

やっているので、ちょっとうらやましく思いました。

でも、「お兄ちゃん、もう一回やらせて」とどんどん来

来てくれたので、やって良かったなあと思いました。

こうした地域の人とふれあえる機会は、ぜひ積極的に参加したいと思います。地域の人との

かかわりをこれからも大切にしていきたいと感じました。  （塩津中３年 贄 岳裕） 

 

川 東 
日時 ８月１３日（火） 18 時 00分～21 時 00分 

会場 川東児童遊び場   参加者 100 名 

テーマ 納涼盆踊り 

今年は、地域ふれあい活動として盆踊り大会を実施した。下の写真にあるように、屋台

などの他に流しそうめんにも挑戦した。流すものは、そうめん以外に、サクランボ、トマ

ト、ミカンなどがあり、大勢の人が楽しめる企画が数多く取り入れられていた。中学生も、

準備などのお手伝いを積極的に行っており、地域の力を感じる良い機会となった。 

 今年の地域ふれあい活動では、中学生は自分

から積極的に行動する姿がありました。小学生

にも優しく話しかけることができ、小学生の子

の笑顔が忘れられません。かき氷やみたらし団

子も、自分から進んで仕事していました。しか

し、今年、一番の盛り上がりを見せたのは、流

しそうめんです。私たち２年生の女子が主に流

していましたが、大人の人から「みんな手際い

いね。玉になってないのがすごいよ」とほめられうれしく思いました。ふれあい活動は、

地域の人すべてが笑顔になれるよい機会だと思います。来年もぜひ参加したいと思います。 

                                                   (塩津中２年 大隅 あおい）                                          
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竹谷町区 
日時 ８月１３日（火）１４日（水）19 時 00分～21 時 00分 

会場 油井公園   参加者 200 名 

テーマ 盆踊り大会 

今年も、盆踊り大会が盛況のうちに実施された。踊りは、民踊クラブの方が中心となりな

がら、小中学生も笑顔で楽しく踊っている姿が印象的であった。２日目には踊りを覚えた

子が数多くおり、踊りの様子がとてもスムーズなものとなった。また、屋台での仕事も、

積極的に行っており、さわやかなあいさつがとても評判であった。 

盆踊りの練習は 1回しか行けなかったけ

ど、本番になって踊ってみるととても楽し

かったです。かき氷やジュースももらえて

とてもうれしかったです。盆踊りに参加し

て、友達との絆が深まったので、来てよか

ったと思いました。 

(塩津小 6 年 山口 朋夏) 

毎年楽しみにしている町区盆踊りは今

年もとても盛り上がりました。小さい子か

らお年寄りまで参加することができるこの行事が私は好きです。中学生もたくさん参加し

ました。団子や綿菓子、かき氷などの食べ物は２年生が主となり仕事をしてくれ、３年生

は輪に入り一緒に盆踊りに参加するなどいい場面がたくさん見られました。これからも中

学生が積極的に行事に参加し、地域活動を活発化していけたらいいです。 

（塩津中 3 年 坂部 菜月） 

 

拾 石 
日時 ９月２２日（日） 8 時 30分～11 時 30分 

会場 拾石北信号周辺   参加者 100 名 

テーマ 蒲郡深溝線のペンキ塗り 

今年は、例年実施している盆踊り大会の他に、長年懸案となっていた、県道蒲郡深溝線

の舗道のペンキ塗りを実施した。盆踊り大会についても、例年通り、子どもから大人まで

地区に根ざした活動として大いに盛り上がっていた。今年は、交通事故を無くそうとずい

ぶん前に塗ったペイントがはがれてしまったことを受け、警察などの関係諸機関と連携を

取り、もう一度地区をあげて塗ることとした。残暑の厳しい中であったが、一生懸命黙々

と作業している姿が見られた。はじめは、ぎこちない塗り方だった子達も、次第に塗るこ

つを覚え、堂々とした様子であった。今後、この道路での事故が無くなることを願ってい

る。 

はじめはうまくできるか心配でしたが、やり始めると楽しくなってきてやる気が出てき

ました。まずは接着剤を塗りました。はみ出してはいけないから手がぶるぶる震えてきま

した。べとべとしてなくてサラサラしていたのでびっくりしました。ペンキもむらなく上
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手に塗れました。みんなで協力できて良かっ

たです。 （塩津小 6 年 竹内瑠奈） 

私は、信号近くの道路を塗りました。ペン

キ塗りは初めてやるので、枠の中に塗るのが

少し難しかったです。分からないことも多く

ありましたが、地区の人がていねいに分かり

やすく教えてくれたので助かりました。拾石

の人はみんな優しい人ばかりでした。それを

思うと、ここに生まれ住んでいてよかったと改めて思いました。きれいに塗り終わったら、

お茶やパンがもらえ、がんばってよかったと思いました。こういう機会があったらまた、

やりたいと思います。         (塩津中１年 小久江 麻亜子) 

 

鹿島東 
日時 ９月２９日（日） 9 時 00分～11 時 00分 

会場 鹿島東集会場   参加者 80 名 

テーマ ふれあい防災訓練 

継続的に取り組んでいる防災活動として、今年も自主防災活動を行った。はじめに地震、

火災についての講話をおこなった。屋外では、消火器の使い方についての講習を受けたり、

地震が起きたいざというときに、どんな対応ができるのかを実践的に学んだ。○×クイズ

なども盛り込み、小学生をはじめ参加者全員、意欲的に取り組むことができた。 

今日は、防災訓練のふれあい活動がありまし

た。地震が起きてからの逃げ方を実際に体験し

ました。逃げ方の詳しいことが分かって良かっ

たと思いました。あと、消火器訓練もしました。

使い方がよく分かりました。クイズも楽しくで

き、今日来てよかったと思いました。ふれあい

活動で地区の人との絆が深まりました。 

（塩津小 6 年 壁谷 花梨） 

防災訓練のふれあい活動があり、各棟ごとに集合しました。上の階の人は、逃げるのが

大変だと感じました。しかし、いつ東海地震が起きるか分からないので、真剣に取り組ん

でいました。僕たちの地区は、高いところにあるので、津波には強いと思いますが、斜面

が崩れたりすると大きな被害が出る危険性もあります。万が一、そんなことが起きても、

今日やったようなことを思い出して、冷静に対応したいと思います。消火器訓練も、真剣

にできました。初期消火が大切だと聞いたので、自分たちでできることはやっていきたい

と思います。今日は、地区の人と協力できていい一日になりました。 

（塩津中 2 年 壁谷 星） 


