
 

 - 20 - 

５ 塩 津 地 区 

１ 塩津地区第 1 回青少年健全育成協議会 

(1) 日 時 平成 24年 5月 12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   松原 里織氏 

②あいさつ   健全育成協議会長   壁谷 博資氏 

蒲郡警察生活安全課長   鈴木 義之氏 

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    水藤 彰啓氏 

④情報交換   地区補導員代表    石川 秀一氏 

塩津小学校の実態   伊藤 松二氏 

塩津中学校の実態   田中 宏幸氏 

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  

   

２ 塩津地区第 2 回青少年健全育成協議会 

(1) 日 時 平成 24年 10月 23日(火)  13:30～15:30   第 2回参加者数 81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    吉見 春美氏 

②あいさつ   健全育成協議会長    壁谷 博資氏 

蒲郡市青少年センター所長 清水 孝夫氏 

市安全安心課長      永井 幸久氏 

市議会議員   大竹 利信氏 

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長   鈴木 義之氏 

地区補導員代表   石川 秀一氏 
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塩津小学校の実態    伊藤 松二氏 

塩津中学校の実態   田中 宏幸氏 

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 

３ 平成 24年度 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13日（日） 親子ふれあい草刈・清掃 さくらの馬場、通学路の草刈・

清掃活動 

奥林 6月24日（日） 防災教室 出前講座による防災教室 

防災クイズ 

柏原 6月24日（日） 防犯・防災意識を高めよ

う 

警察署の方の講話、消火訓練、

担架づくり 

鹿島南 8月11日（土） 

8月12日（日） 

納涼盆踊り 盆踊り 

屋台によるふれあい 

松田 8月11日（土） ふれあい納涼祭り 盆踊り 風船つり 輪投げなど 

拾石 8月12日（日） 

11月3日(土) 

夏祭り盆踊り大会 

稲刈り 

屋台でのふれあい 

稲刈り、餅つき大会 

竹谷町区 8月13日（月） 

8月14日（火） 

竹谷町区ふれあい盆踊

り大会 

事前練習によるふれあい 

屋台でのふれあい 

川東 

 

9月 9日（日） 防災訓練 地区ごとに高台への避難訓練 

防災についての講話と話し合い 

鹿島東 9月30日（日） 防災訓練 

台風接近のため中止 

防災訓練 炊き出し訓練 

負傷者搬送訓練  給水訓練 
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４ 地域ふれあい活動 

西 迫 
日 時 5月 13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 57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、中学生はさくらの馬場、小学生は

通学路に分かれて集めたり運んだりした。総代さんの元気なあいさつと、さわやかな準備

体操の後に活動はおこなわれた。親子ともに熱心な活動から、地域の方々の絆の強さを実

感した。 
草刈り機で刈った草を僕たちが集め

ていきました。地域の方は年配の方が多

かったけどとても手際が良く、スムーズ

に作業できました。 
（塩津中 1年 孕石 賢汰）            
軽トラックの上に草を積んだり、ふん

で量を減らしたりしました。桜の馬場が

とてもきれいになってよかったです。        

（塩津小 6年 柴田 竜夫） 

奥 林 
日 時 6月 24日（日） 9時 00分～12時 00分 
会 場 奥林公民館   参加者 65名 
テーマ 防災教室 

市安全安心課鈴木さんから、映像をまじえて地震についてのお話をうかがった。地震の

メカニズム、歴史、そして蒲郡市の状況について知ることができた。災害についてのクイ

ズをおこなった。施設・設備の充実と、避難方法の大切さを学ぶことができた。東日本大

震災での教訓「想定にとらわれない 最善を尽くす 率先避難者であれ」は、子どもたち

にとってとても印象に残る言葉であった。 
「想定にとらわれない。最善を尽くす。率

先避難者であれ。」この３つを頭にしっか

り入れておきたいです。東日本大震災で

は、７割が近所の人に助けてもらったとい

うことを聞きました。私も助けたいし、助

けてもらえるような人になりたいです。 
（塩津中 3年 小笠原 真央） 
話を聞いてぞっとしました。自然災害は

いつおきるかわからないので、起きた場合
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のことを家族で話し合い、地域の方とも声を掛け合っていきたいです。 
（塩津小 6年 西浦 七彩） 

 

柏 原 
日 時 6月 24日（日） 13時 30分～15時 30分 
会 場 柏原公民館   参加者 70名 
テーマ 交通安全及び防犯・防災について 

市警察署の交通課、生活安全課の方から、交通安全と防犯対策のお話をうかがった。そ

の後、防災対策として、担架づくりや消火活動を行った。子どもたち、保護者ともに、積

極的に活動する姿がみられた会であった。 

 事故にあう人の２割以上は歩行者と

自転車に乗っている人だそうです。私も

事故にあわないように、交通ルールを守

りたいです。 
   （塩津小 6年 杉浦 澄香）         
犯罪が私たちのすぐ近くでおきてい

ることを聞き、改めて考えさせられまし

た。知らない人にはついていかないと、

頭の中ではわかっていても、いざとなる

とついていってしまうという話を聞きました。子ども１１０番の家に駆けこんで、事情を

すぐに大人に知らせたいと思いました。（塩津中 3年 渡部ちあき） 

 

鹿島南 
日 時 8月 11日（土）12日（日）19時 00分～21時 00分 
会 場 鹿島児童公園 集会所  参加者 250名 
テーマ 納涼盆踊り 

11 日はあいにくの雨で、鹿島集会所で盆踊りをおこなった。集会所前では、かき氷、
だんごの接待があり、雨天にもかかわらず、踊りを楽しむことができた。12 日は天気も
良く、さらに多くの人が集まり盛況であった。地域の方を小中学生が手伝う姿はとても良

かった。踊りを知らない子どもたちが多いなかで、小学生の子たちが踊りに積極的に参加

する姿が見られた。 
 

 １日目は、雨なので公民館でやりました。かき氷はいろいろなシロップがありました。

２日目の盆踊りでは、踊っている人はとても上手でした。中学生になっても来たいです 
（塩津小 6年 佐伯 於人） 
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 ２日目は、かき氷づくりを手伝いま

した。２日間で子どもから大人まで多

くの人が集まっていました。こんなに

多く集まる機会はあまりないので、こ

れからも続いていくといいなあと思

いました。 
（塩津中 3年 大野真知子） 

 

鹿島東 
日時 9月 30日（日） 9時 00分～11時 00分 
会場 鹿島東集会場   暴風警報のため中止 
テーマ 防災訓練を通じて絆を深める 

 昨年度までは、消火器を使った消火訓練などの体験的な活動を実施してきた。今年度は、

防災訓練に重点をおいた。負傷者搬送訓練、給水訓練、そして、アルファ米を使っての炊

き出し訓練を計画した。残念ながら、台風 19 号のため活動は中止となったが、地震を想
定して、事前に小学生、中学生にも役割分担をしてあっただけに中止がおしまれた。 
 

松 田 
日時 8月 11日（土） 17時 30分～19時 00分 
会場 松田公民館    参加者 100名 
テーマ ふれあい納涼まつり 

広場での盆踊りを計画していたが、雨天のため今年は公民館内で、お菓子のつかみ取り、

輪投げなどのゲームをおこなった。小学生の子たちは、地域の方たちをお手伝いして、交

流を深めるとともに、会を運営する楽しさも学ぶことができた。 
 
あいにくの雨で、公民館の中でやることになってしまって少し残念でした。でも、みん

な集まって、輪投げ、お菓子つかみなど、楽しくワイワイできたのでよかったです。高学

年の子で、つかみ取りや、輪投げでお母さんたちの手伝いができている子もいました。 
(塩津小 6年 乾 萌) 

景品に花火とかあって豪華でした。お菓子をたくさんもらったり、かき氷を食べたりし

て、雨のことを忘れるくらい楽しかったです。中学生になっても、ふれあい納涼祭りに行

きたいです。 （塩津小 6年 贄 渓也） 
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拾 石 
日 時 8月 12日（日） 19時 00分～21時 00分 
会 場 拾石スポーツ広場   参加者 250名 
テーマ 夏祭り盆踊り大会 

盆踊りをスポーツ広場で行った。地域の方々や子ども会など、浴衣で参加される方も多

く楽しい雰囲気のもと、大勢の参加者でにぎわった。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。中学生は、綿

菓子づくりをがんばることができたが、盆踊りにはあまり参加することができなかった。 
盆踊り以外に本年度も、春は田植え、秋に稲刈りを行い、収穫した米で餅つき大会を計

画している。米作りでは、小学生と中学生で班をつくり活動をしている。活動を通して、

役割、責任を果たすことができるような子どもづくりをめざしている。 

私は盆踊りの練習にも子ども会と

して参加しました。練習に来た人以外

にも、人がいっぱい踊っていたのでよ

かったと思いました。お店は地域の方

が用意していて、とてもふれあうこと

ができました。 
(塩津小 6年 千賀 桃佳) 
 綿菓子づくりで、「上手になった

ね」とか、「ありがとう」と言われる

と、とてもうれしくなりました。この

活動を通して、僕は地域の方の温かさや、友人の優しさを感じました。 
（塩津中 3年 畑川 智彦） 

 

竹谷町区 
日 時 8月 13日（月）14日（火）19時 30分～21時 00分 
会 場 油井遊園地   参加者 350名 
テーマ 竹谷町区ふれあい盆踊り大会 

事前に練習会を設け、地区の民謡クラブの方々が子どもたちを指導してくださった。盆

踊りの輪の中には、小さな子から大人まで、たくさんの人が積極的に参加した。綿菓子を

作ったり、団子を焼いたりする仕事にやりがいを見出す子どももいた。会場は、地域の方々

の熱気に満ちていた。 
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新しい曲が増えました。「郡上踊り」

です。今までに比べて難しかったです。

民謡クラブの方のお手本を見ながらし

っかり踊ることができました。たくさん

の人が集まり、とてもにぎやかで、元気

で明るい地区だなあと大会を通して感

じました。 (塩津小 6年 岩瀬 莉帆) 
 「来年もお願いします」と地域の方か

ら。今年もだんごを焼きました。自分の

家の近くの人だけでなく、盆踊りに参加した人たち全員と仲良くできるところがふれあい

活動のすごさだと思います。地域の絆も深まります。参加できる限り楽しんで、町区のみ

んなと仲良くなりたいです。 （塩津中 2年 太田 奈佑） 

 

川 東 
日 時 9月 9日（日） 8時 30分～11時 30 分 
会 場 各常会高台避難場所・川東公民館参加者 140名 
テーマ 川東区ふれあい活動＆防災訓練 

はじめに、地震、津波から命を守るために、常会ごとに高台避難場所へ徒歩による避難

を計画した。避難場所は、第１常会は竹谷神社、第２、第４常会は、ジャスコ屋上駐車場、

第３常会は西ノ浜児童公園であった。その後、公民館で防災関連の講話と、東日本大震災

のボランティア活動報告を、映像を交えて聞くことができた。 
市役所のおじさんの話を聞いて、津波の時

は、サーフィンはやってはいけないことがわ

かりました。津波がきたらみんなで助け合う

ことが大切だけど、本当に来たらパニックに

なって、本当にできるのかなあと、友だちの

お母さんと話していました。でも、いざとい

う時に困らないように、こういう活動がある

のだと思いました。ふれあい活動で教えても

らったことを、家族にも話して、津波に備え

られたらと思いました。  (塩津小 6年 松本 理保) 
今日、地震や津波の映像を見てすごく怖いなあと思いました。津波はジェット機くらい

の速さで来ます。とにかく安全なところを通って高いところに逃げられるようにしたいで

す。地震はいつ来るかわかりません。地震に備えて準備をして、いつでも逃げられるよう

にしたいです。  （塩津小 6年 岩迫 莉子） 


