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メールでも相談
メールでも相談をお
相談をお受
をお受けします
（２４時間受付）
E-mail : youth@city.chikuma.nagano.jp
相談員がメールでお答えします。
（秘密厳守）
今月の
９ 月 １７日 （ 日 ）
今月の家庭の
家庭の日
秋の交通安全週間にあたって、子どもの安全に
ついて関心を高め、通学路や地域の危険箇所等の
様子を家族一緒に確かめるなどをして、子どもの
安全を守りましょう。

【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 戸倉庁舎 ３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（内線 6344）
（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）

― 小遣いを与える時にはルールもいっしょ ―

びからの学び～
児童センターの役割
児童センターの
センターの役割り
役割り ～遊びからの学

更埴地区児童センター職員
「ただいまー」
「おかえりなさい…」の元気な挨拶から児童セ
ンターの一日が始まります。宿題や読書などで一定時間を過ご
した後は、思い思いに友達と一緒に好きな遊びを展開します。
遊戯室では、今一番人気であるドッジボールやフリスビーを
我先にと「先生貸してください…」と取りに来るやいなや、白
熱したゲームが始まります。パワー溢れる三年生の投げたボー
ルやフリスビーには、こちらも手を出すことが出来ない程の迫
力を感じます。真夏の暑さにも負けず汗びっしょりになって真
剣勝負の子ども達です。外では砂場遊びや鉄棒・のぼり棒をし
たり、一輪車の練習に励んだりしています。一輪車は月に一回
～二回程度、屋代在住の滝沢さんにご指導いただき、四月当初
に乗れなかった子もめきめき上達して、いろいろな技にもチャ
レンジするようになりました。集会室では、最近人気急上昇の
将棋やオセロや人生ゲーム、レゴブロック、横取りゲーム、オ
ニム、写し絵、読書等々、学年の枠を超え女子も男子も仲良く
遊んでいます。学校と家庭との中間的な場所である児童センタ
ーで「居場所」を見つけ、自分らしくのびのびと過ごしていま
す。時にはチクチク言葉が出て、喧嘩が勃発することもありま
すが…。
自分の気持ちをうまく言語表現できなくて泣いてしまう子、
物に当たる子、すねてしまう子、大騒ぎをしてしまう子…いろ
いろなタイプの子ども達がいますが、喧嘩をしてもその日のう
ちに解決しています。日々の遊びの中で、頑張ること・我慢す
ること・勇気を出すこと・譲り合うこと・友達を思いやること
などを直接的経験を通して学んでいます。今どきの子どもが多
くの時間を費やす電子ゲーム等「デジタルな遊び」では得られ
ない貴重な経験を積んでいます。児童センターでは、
「アナログ
的な遊び」をたくさん楽しむことにより、人間関係づくりやコ
ミュニケーション能力を養い、
「生きる力」を育んで、かけがえ
のないひとり一人の子どもを大切に、健全育成に努めています。

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！

～育成センター
育成センターの
センターの活動より
活動より～
より～
夏場の活動の様子や今後の予定について報告いたします。
１．７月５日～１１日：青少年に有害な社会環境を排除するための「環境チェック活動」を行いました。
２．７月２６日から８月４日（１６：３０～１８：３０）：小・中学校が夏休みに入り、学区ごと補導
委員とＰＴＡ（先生・ＰＴＡ役員２名）による合同補導を実施しました。
３．
「戸倉上山田温泉夏まつり」「千曲川納涼煙火大会」の当日、補導委員と育成センター職員による夏
まつり補導活動を実施しました。千曲夏祭り、屋代夏祭り（一重山不動尊縁日）では、地区補導委
員が補導活動を実施しました。各お祭り会場とも子ども達による問題行動は見られませんでした。
４．９月・１０月は、各月の上旬と下旬に４時から６時の間で定例の巡回補導を計画しています。

明るく自然
るく自然な
自然な反応がうれしい
反応がうれしい

７月１８日（火） 5:00pm～
5:00pm～ 7:00

小船山公園では、天気も良く大勢の子ども達や親子づれの方が４組おりました。高校生はバスケット
ボール、小学生はゲーム、小さな子どもは親子ですべり台など。声かけにはみんなが明るく応えてくれ
ました。内川公園へ回ってみると、高校生はやはりバスケット。中学生はカードの持ちより。カードケ
ースに入ったホログラムの輝くカードが人気のようです。やはり年代毎に遊び方が違っています。
声かけに、違和感なく快く対応してくれる子ども達が増えたと思います。
補導委員を
補導委員を意識

７月１８日（火） 5:00pm～
5:00pm～ 7:00

屋代駅の放置自転車は、処分をしていただいたので以前より減っていました。トイレはいつものよう
に綺麗でした。駅入口の自販機の所に、自転車とキャスターボードが無造作に置かれていました。小学
生兄弟のお兄ちゃんが、千円札を持って自販機に入れようとしていました。黄色のベストを着用してい
ちゅうちょ

た私達を見て、お兄ちゃんは一瞬たじろぎ 躊 躇 していました。
「暑いので、自販機で冷たい飲み物を買
うんでしょ。」と声をかけました。兄弟に気を付けて帰りなさいと声かけをして駅を後にしました。
ＰＴＡとの
ＰＴＡとの合同補導
との合同補導（
合同補導（東小学校区）
東小学校区）

８月 １日（火） 4:30pm～
4:30pm～ 6:30

小学校から情報があった「心配な場所」は全て巡回しました。コンビニには車が数台停車しており、
買い物客もいましたが子どもの姿はありませんでした。店長が不在だったため、当日の責任者に子ども
だけで来ているような場合への声がけ等をお願いしてきました。公園等で遊ぶ子ども達の姿は少なかっ
たが、鬼ごっこやブランコ等をして遊んでいました。「心配な場所」以外の通学路や小さな公園等も廻
って確認しましたが、子どもの姿はほとんどありませんでした。
ＰＴＡとの
ＰＴＡとの合同補導
五加小学校区）
との合同補導（
合同補導（五加小学校区
小学校区）

８月 １日（火） 4:30pm～
4:30pm～ 6:30

小船山公園に行きました。小学生で遊んでいる子どもはいませんでした。お孫さんを連れて来園してい
た地域の方から、「２か月ほど前、夜（８時過ぎ）高校生くらいの人達が、トイレ前の広場のコンクリー
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トにビンを投げつけて割り、そのビンのかけらが散乱していて危険だったことがあった。」との話があり
ました。内川公園に回ってみましたが、遊んでいる小学生はいませんでした。両公園共にトイレなどの整
美状況は良好でした。ＰＴＡ役員の方から、「公園で遊んでいる子ども達を見ながらお酒を飲んでいる男
の人を見かけたことがある。
」との話がありました。今回は、そのような様子は見られませんでした。
ＰＴＡとの
ＰＴＡとの合同補導
との合同補導（
合同補導（屋代小学校区
屋代小学校区）
小学校区）

８月 ２日（水） 4:30pm～
4:30pm～ 6:30

学校の先生に、各コンビニの責任者の方と色々な話をしてもらいました。コンビニでは大人の目が行
き届いていると感じました。子どもだけでの来店はほとんどなく、来店した場合は声をかけているそう
です。千曲衛生センターの責任者の方には、わざわざ図面を出してきていただき、先生やＰＴＡの方々
に子ども達の安全な遊び場所等の話をしていただきました。対応有難うございました。危険個所である
国道の地下歩道や屋代高校前駅から１００ｍほど北側にある四差路も、先生やＰＴＡの方々に認識して
もらうことができて良かったです。科野の里ふれあい公園では、子ども達が噴水で遊んでいました。親
はその様子を見守っており、何故かそんな親子を見ると「ほっ」としました。
ＰＴＡとの
ＰＴＡとの合同補導
との合同補導（
合同補導（戸倉小学校区）
戸倉小学校区）

８月 ２日（水） 4:30pm～
4:30pm～ 6:30

戸倉体育館に行くと、ちょうど中学校のハンドボール北信越大会が行われていました。周辺は元気い
っぱいの雰囲気でした。中学校の生徒が多くいたので声かけなどしました。戸倉東公園など小学生の活
動場所を巡回しました。子ども達は安全に気をつけて遊んでいました。声をかけると、明るく返してく
れる子が多かったです。
ＰＴＡとの
ＰＴＡとの合同補導
との合同補導（
合同補導（埴生中学校区
埴生中学校区）
学校区）

８月 ４日（金） 4:30pm～
4:30pm～ 6:30

周辺の公園は暑いせいか利用者は少なかったのですが、中央公園では暑い中でも中学生がハンドボー
ルの練習をしていました。Ａ店の休憩コーナーに学区外の中学生がいましたが、特に問題はありません
でした。カラオケ店に止めてある自転車に中学生のものはないか確認しましたが、該当するような自転
車はありませんでした。コンビニ店で責任者の方に問題（万引等）がないか聞いてみましたが、異常は
ないとのことでした。暑い中なので子ども達はあまり外出していない、と感じた巡視となりました。

外に出てわかる子
わかる子どもの育
どもの育ち
更級小学校で実施している放課後子ども教室、そこで素敵な子どもの姿に出会いました。高学年の
Ａ君は、その日１０人の１年生と鬼ごっこを始めました。走る速さ、機敏さなど歴然とした違いがあ
りますが、１年生との鬼ごっこを楽しんでいました。途中、水分補給でみんなが休憩していた時、「ね
え、多目的室で遊ばない？」と、Ａ君が提案しました。６人の子ども達を引き連れて校舎内へ入って
行きました。ドッジビーをやりたいようです。コートのラインはどこかを聞いてくる１年生。その一
つ一つに丁寧に答えながら遊びが始まりました。ディスクが頭に当たった時も、「学校ではドッジボー
ルならセーフ。ドッジビーは取らなければどこへ当たってもアウト」と言って進めてくれました。遊
びの時間が終わって集合場所へ帰る時、「並んで！」とＴ君から声がかかりました。暑い中で思い切り
遊んだ後です、水を飲んだり頭に水を掛けて涼んだり、思い思いに動く１年生です。それでも急かす
ことなく１年生を待つＡ君。やっと準備ができた１年生と一緒に集合場所へ戻っていくＡ君でした。
放課後や地区での活動のように、学校の活動を離れた時の子ども達の立ち居振る舞いには、その子
の本当の育ちが表れます。下級生を意識できる素敵な上級生が育っています、感激しました。
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更埴西中
更埴西中学校

～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。

僕の将来の夢は、プロサッカー選手になることです。そのために、当面の目標が二つ
あります。僕は、１２年間サッカーをやってきて、今はクラブチームに所属しています。
中学１年の時は、Ｃチームからのスタートでした。そこで、しっかり結果を残すことが
でき、リーグ後半戦からＢチームに上がることができました。しかし、怪我をしてしま
いあまり試合に出ることができず、良い成績を残せませんでした。２年生になってから
も、Ｂチームスタートでしたが、Ａチームを目指して、必死に練習に取り組みました。
その成果が出て、Ａチームに上がることができました。一つ目の目標達成です。
Ａチームに上がった頃は、試合に出る時間は少なかったけど、自分のプレーが出せる
ようになりました。それから、３年生になった今では、Ａチームのレギュラーに定着し
て試合に出ています。僕は、コーナーキックとフリーキックを主に任されています。責
任重大ですが、自分が納得できるキックができるように、練習を積んでいます。今は、
県２部リーグの前半戦を終えて、次は３年生での最後の大会があ
ります。それまでに、今のチームに足りないことや自分の課題を
つかみ、その課題１つ１つを克服したいと思っています。大会に
挑み、リーグ後半戦とともに優勝すること。それが、僕の二つ目
の目標です。
プロサッカー選手という自分の夢を達成できるように、失敗や
ミスをプラスに変えて、今後も他の人より多く練習し、頑張って
いきたいと思います。
（３年 中山 翼）
私の将来の夢は、看護師です。それは、看護師をしている叔母の姿を見て決めました。
叔母は、曾祖母を在宅介護している時に、時々家に来てくれました。曾祖母に笑顔で優
しく接したり、亡くなる前も息が止まっていないか心配して脈を診たりして、「大丈
夫？」と声がけをしていました。私はその姿を見て、「看護師はかっこいいな」「人の
役に立ちたいな」と思いました。
私の姉も叔母の姿を見て、今、大学で看護師の夢を頑張って追いかけています。看護
師になるためには、姉のように高校を卒業して、さらに上級学校へ進学することが必要
です。そのために、勉強をしっかりしなければなりません。また、看護師はお年寄りを
持ち上げることもあるので、ある程度の体力が必要です。そのために部活動を通して、
体力をつけていきたいです。
夢ばかり見ていても、努力をしなければ夢は叶わないとわかって
います。でも、私はつい勉強しないで遊んでしまいます。それを見
直さなければいけないと思ったのが最近でした。私は夢を叶えるた
めに、勉強と部活動にしっかり取り組んでいきたいです。また、困
っている人がいたら、助けてあげるなど、そういう小さなところか
ら気を配れるようにして、叔母のような「人の役に立てる看護師」
の夢を実現していきたいです。
（２年 北澤 知実）
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