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相談をお受
をお受けします
（２４時間受付）
E-mail : youth@city.chikuma.lg.jp
相談員がメールでお答えします。
（秘密厳守）
今月の
８月１８日
今月の家庭の
家庭の日
１８日（日）
二学期を迎えるにあたり、子どもの夏休みの様
子を見返し、心新たにして勉学に取り組み、規則
正しい毎日を過ごせるよう、家族全員で支えてい
きましょう

【青少年の
少年の生活相談
生活相談】
相談】
＊ 相談日・時間
原則として月・水・金曜日とします
AM9:00～PM4:00（要・予約）
＊ 場 所
千曲市役所（新庁舎） ４階
少年育成センター（生涯学習課内）
電話相談・面接相談 273-1111
（秘密厳守）
【児童・
児童・生徒の
生徒の教育相談】
教育相談】
＊ 相談日・時間
土・日曜日及び祝日を除く毎日
AM9:00～PM5:00
＊ 場 所
市総合教育センター内（埴生中学校敷地）
教育相談センター
電話相談・面接相談 273-5105（直通）
（秘密厳守）

こどもは遊びの天才

―

― 食育で守る健康家族の笑顔

千曲市児童館・センター職員

「先生今日は外で遊べるよね～！」と玄関に入ると同時に子
ども達から発せられる言葉。「ただいま～」より先に（笑）
まずは外遊びができるか否かの心配をする子ども達。
「雨が降
らなければもちろん遊べるよ！」
「やった～！」とはじける笑顔
でうがい手洗い、そして宿題をもって学年毎部屋に分かれてい
きます。宿題が終わり、おやつを食べ、待ちに待った自由遊び
の時間。思い思いの場所でサッカーをしたり、ドッジボールを
したり、鬼ごっこをしたり、明日への活力をつけるかのように。
さて、公園には様々な木や草花があります。昨年突然沢山の
クワガタの出現があり（以前からいたのかもしれませんが・・・）
どの木に出現するのか、子ども達は考えます。実際に捕まえた
事のある子どもが、樹液が沢山出ている木が良いとか、木の根
元がフカフカしている所が良いとか。また図鑑を開き、クワガ
タの特性を調べるとか、頭をフル回転させています。クワガタ
を見つけた後は、どうやったら捕まえられるか・・職員に補虫
網はないかとか、長い棒はないかとか。そのうち石を投げたり
し始め、そのやり方はクワガタを傷つけるかもしれないし、周
りにいるお友達がけがをするなど、様々な課題が出てきます。
その時その時、ベストな方法を子ども達と共に職員も知恵を
絞りだしています。最近はお店で簡単に手に入る時代ですが、
子ども達が自らの手でゲットするという、この上もない嬉しさ
を味わえる経験ができて幸せだなと感じています。また草原で
は、幸せ探しも子ども達の楽しみの一つです。それは学年、男
の子、女の子関係なく大好きな四葉のクローバー探し。これも
また広い場所から探すのに、情報を
あちこちから仕入れ、一生懸命探す
子ども達。
そんな子ども達から幸せのおすそ
わけをもらい、ほっこりとする職員
です。

第３日曜日は
日曜日は家族ふれあう
家族ふれあう「
ふれあう「家庭の
家庭の日」 増やそう会話
やそう会話、
会話、つくろう思
つくろう思い出！

～７月の補導委員会
補導委員会議より～
より～
７月１日に定例補導委員会が開催され、以下の事項等について協議・連絡をおこないました。
１．千曲警察署生活安全課より
声かけ事案の把握３件（H31,4 月末）
。「ライポくん安心メール」の運用について。
２．５月の補導活動を振り返って：挨拶、熱中症予防のための水筒について
３．「青少年の非行・被害防止全国強調月間」県下一斉街頭啓発活動：７月１日（月）朝７時～８時
※屋代駅にて実施：地域振興局・千曲警察署・生涯学習課・補導委員会（会長）参加
４．７・８・９・10 月の補導計画について
(1) 通常補導：８月までは午後５時～７時、９月からは午後４時～６時に巡回
(2) 夏祭り特別巡回（温泉夏祭り・千曲川納涼煙火大会・屋代夏祭り（一重山祭り）・千曲夏祭りの
４か所実施）
(3) 環境チェック活動（店舗巡回）
・夏休み中のＰＴＡとの合同補導：午後４時半～６時半など
５．長野県青少年補導活動推進大会へ参加:7 月 11 日（木）佐久平交流センター

補導委員１９名参加

※他地区の活動事例から学ぶ。本年度、千曲市補導委員会が事例発表をしました。

「駐輪場のこれから
・・・
駐輪場のこれから」
のこれから」
・・・

６月 ３日（月） 5:00pm～
5:00pm～7:00

屋代高校前駅・駐輪場では、屋代高校に通う付属中学生達が列をなして電車を待っている姿が目につ
きました。また、駐輪場の係員さんの話では『乗り捨て自転車が 5 台ほど保管されている』『令和元年
10 月 1 日より 30 分以内は、使用料無料。2 時間以内で 100 円と使用料が変更される』ということでし
た。
「駐輪場のこれから
駐輪場のこれから」
のこれから」2

６月 ４日（火） 5:00pm～
5:00pm～7:00

屋代駅南側私営駐車場は綺麗に整理されているが、線路側通路のタバコの吸い殻が相変わらず気にな
ります。また、北側市営駐輪場は多くの自転車が駐輪されていましたが、綺麗に整理されていました。
放置自転車は 39 台、10 月から管理人さんがいなくなるとのことで、1000 台近い自転車が今利用してい
るそうですが、止める場所の指定もなくなり、自転車を整理する人もいなくなるという事で、どうなる
か心配です。我々も注意深く見守り、市に意見を上げていきたいと思っています。
ペットボトルで

６月 ５日（水） 5:00pm～
5:00pm～7:00

小舟山公園では、4，5 人の中学生の男の子が『かくれんぼ』らしきことをしていました。よく見ると
缶蹴りの缶の代わりにペットボトルを使って、缶蹴りならぬペットボトル蹴りをしていました。近くに
いた小学生も缶蹴りをしたそうにペットボトルを砂で立て、遊んでいました。
熱中症対策なのかペットボトルで飲み物を持ってくる子供が多くなっていると思います。ペットボト
ルやほかのゴミが散らかっていて残念に思いました。
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当たり前
たり前のことですが
のことですが・・・

６月 ６日（木） 5:00pm～
5:00pm～7:00

中央公園では、父親と年中の女の子が鉄棒で逆上がりをしていて、親子の仲の良さが見えました。３
人が野球をし、５人がサッカーをして元気に遊んでいました。「自転車で気をつけて帰ってね」と言う
と、「ハイ」と言ってゴールに使っていた野球の道具のネットをもとの場所に片づけていました。
当たり前のことですが感心しました。
あまり見
あまり見たことがない・・・
たことがない・・・

６月１７日
１７日（月） 5:00pm～
5:00pm～7:00

三本木公園で遊んでいる子供達はいませんでした。障害者トイレを見ると、ペーパーを雑に引き出し、
放置したり、便器内にあるペーパーを流してなかったりと今まであまり見たことのない状態がありまし
た。「割れ窓理論」のように繰り返されては困るので片付けておきました。
マナーを大切
マナーを大切に
大切に！！

６月１９日
１９日（水） 5:00pm～
5:00pm～7:00

中央公園東の遊具には中１男子が 3 人いましたが、すぐに自転車で帰ろうとするので、事故に気をつ
けるよう呼びかけると、
「ありがとうございます」「さようなら」と答えてくれました。礼儀正しい、さ
わやかな言葉遣いでした。また、公園には、その他、成人男女 5 人が犬 4 匹の散歩をしており、更に、
駐車場に到着した車から犬を連れた成人が降りてくる等、これからドッグタイムの様子でした。手ぶら
の飼主も多く、犬の糞尿処理はどうしているか気になりました。少なくとも、幼児が遊ぶ場所は、犬の
立入について考えていく必要があると思われました。
【環境チェック活動から】
青少年に有害な地域環境実態調査（通称：環境チェック活動）を実施いたしました。突然の訪問にもか
かわらず丁寧に対応していただき、ありがとうございました。埴生小学校区の訪問の様子を紹介します。

ピアノ演奏
ピアノ演奏に
演奏に感謝！
感謝！

７月 ５日（金） 3:00pm～
3:00pm～5:00

〇屋代駅で
・駅舎内では、高齢女性がピアノ演奏をしていました。しっかりした演奏で、あたりの雰囲気に潤い
がでて、ホッとできる空間となっていました。この女性とピアノ提供者に感謝です！
〇携帯・スマホショップで
・「スマホ等のフィルタリング設定をするが、設定後、保護者からの申出で解除することがあり、ま
た、保護者自身が設定解除してしまう例もある。
」という話をお聞きしました。

マナーを大切に
中央公園でのできごとを読んでいたら、職場体験のことを思い出しました。市内の４つの中学校で
は、２年生になると、『職場体験』が行われます。各校では、生徒たちが現場に出る前に講師を招いて
『マナー講座』を行っています。そこでは、働くことの意義を学んだり、
「挨拶の仕方」
未成年者に
（木） 3:00pm～
～5:00
未成年者に対する配慮
する配慮（
配慮（環境チェック
環境チェック活動
チェック活動）
活動） ７月 ６日「服装のこと」
:00pm
「お辞儀の仕方」「言葉遣い」「立ち振る舞い」など社会に出る前の基本的なマナーについて学習しま
す。生徒たちは、真剣なまなざしで、実際に動きながら学んでいます。
強力なサポート
７月 ７「礼儀正しい、さわやかな言葉
日（金） 3:00pm～
強力なサポート（
なサポート（環境チェック
環境チェック活動
チェック活動）
活動）
3:00pm～5:00
づかい」は、そんな日々の学習が身についたものなのだろうな。
私も社会人として、子どもたちの見本になるようなマナーを普段から心がけないと恥ずかしいなと
思いました。

-3-

埴生中
埴生中学校

～わたしのゆめ～
わたしのゆめ～

子ども達が、粘り強く意欲的に取り組んでいくためには、夢や目標をもち、その達成に向けて取り組
むことが何よりも大切です。今の子ども達には夢がない、と言われています。そんな子ども達が、どん
な夢をもち、どのように立ち向かっていこうとしているかを紹介します。

２年

湯原 優人

僕の夢は消防士になることです。
理由は、僕自身火災の現場を目の当たりにして、勇敢に命をかけて火を消している消防士の姿
は、とてもかっこよくその姿にあこがれたからです。でも命をかけて火を消すためには、とても
強い責任感とどんな状況でもあきらめずに立ち向かう強い心が必要だと思います。しかし、まだ
僕には命をかけられる強い責任感と強い心はありません。そこで今のうちから、与えられた仕事
は、最後まで全力で取り組み、責任を果たす意識を育て、他の人が何と言おうと正しいと思うこ
とをしていきたいと思います。この二つのことができるようにして、僕の夢である消防士になり
たいと思います。
２年 新村 梨央
私の夢は、具体的には決まっていませんが、動物を守る、保護するような仕事がしたいと思い
ます。
理由は、テレビや新聞などでかわいそうな動物が多いということを知りました。飼いきれなく
なったからもういらない、子どもが生まれてしまったからもういらないと言う人間側の自分勝手
な理由から、罪のない何万匹もの動物たちが捨てられたり、命を落としたりしています。そのよ
うな動物たちを一匹でも多く保護したり、救ったりして里親を探し幸せになるまで見送ることが
できればいいなと思います。私自身が家で犬を飼っているということもありますが、将来的に悲
しい思いをする動物がいなくなればいいなと思います。
３年 西澤 慧隼
中学校に入学する前には、将来の夢がありませんでした。しかし、中学校に入り、
「数学の先
生」という夢ができました。
なぜ、「数学の先生」という将来の夢を持つようになったのかというと、今の数学の先生との
出会いにあります。今の数学の先生には、僕が中学校に入学してから３年間ずっと、数学を教え
ていただいています。数学がもともと得意教科ではありますが、どうしても分からないこともあ
ります。そんな時、先生はおもしろい覚え方を教えてくれます。そして、それによって公式など
もすぐに覚えられました。そんな先生の姿を見ていて、僕は「数学の先生」になりたい。と思う
ようになりました。
この夢の実現のために数学はもちろん、他の教科の学習も深めていき、テストでも高得点を目
指し、高校、大学へと進学をして、教職員免許を取得したいと考えています。
３年 瀬戸 彩栞
私の将来の夢は、「看護師」です。その理由は、看護師の仕事をしている叔母に憧れたからで
す。
叔母は、患者さんのために、常に新しい医療知識を学んでいるそうです。患者さんに、より専
門的なケアをしてあげられるように、新たな資格も取ったそうです。時には、自分たちが研究し
ていることを、学会などで発表することもあるそうです。常に学び続け、向上し続けている叔母
を見て、私もそうなりたいと思うようになりました。
そのために私も、今学ぶべきことをしっかりと学んで、将来、看護師になったときに困らない
ようにしたいと思います。新しいことや、今まで知らなかったことにも興味を持って学んでいこ
うと思います。また、患者さんに優しく接することができるようにするために、今から、周りに
いる人のことを大切にし、どんな場面でも気を配れる人になりたいと考えています。そして、将
来は叔母のような、素敵な看護師になります。

