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この冊子を手に取られている皆様は、いまやっている活
動の本質をご存じでしょうか。

明確な答えを持っていらっしゃる方も、そうではない方
もいらっしゃると思います。活動するときに⼀番⼤切なこ
とは理念（根底にある根本的な考え方）だと、私は諸先輩方に教えら
れました。育成会に限ったことではありません。この理念

とは「道理」と「念（おも）い、考え」です。そのことを理
解しているからこそ、我々はこのゴールに向かっていける
のです。これらを伝えきれず「ただやっている」状態でよ
い結果が出るわけがありません。そのため、会議で、準備
で、本番で、振り返りで、都度この念いを説く必要がある
のですが、いつも聞いていただけている方からすると「ま
たその話しか」とあきれられるものです。なるたけ時間を
取らず、しっかりとした説明を、たくさんの方ができるよ
うにと、この冊子を作成しました。活動の本質をいま目の
前にいる方、次の方にお伝えできるようにデザインしまし
た。まだまだ十分なものではありませんが、皆様の活動の
⼀助になれば幸いです。

末筆ではございますが今回の編纂に多⼤なるご協⼒ご尽
⼒を頂きました連合会の皆様に深く御礼申し上げます。

福井市子ども会育成連合会
会⻑ 坂田 裕幸

あいさつ



「私たちのちかい」制定の経緯

「私たちのちかい」の制定にあたっては、毎⽇の⽣活目標を、子どもたちに⾃ら考え、⾃らの⾔葉で
表してもらうため、市内の幼稚園児、保育園児、小学⽣、中学⽣、高校⽣から広く募集し、応募され
た7，039点を審査し、5つの⾔葉にまとめました。
この憲章が、こどもたちみんなの目標となることを心から願っています。
地域等で、子どもたちが集まる⾏事の際にご唱和ください。

福井市ホームページより抜粋
http://www.city.fukui.lg.jp/kyoiku/syounen/kenzen/kodoken.html
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活動目的と
時系列
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交流事業

交流事業専門部会



Schedule

Concept
・福井市・結城市友好都市子ども親善⼤使交流事業（結城市交流事業）
・福井市・熊本市姉妹都市⻘少年交流事業（熊本市交流事業）
どちらも福井市教育委員会の委託を受けて、福井市子ども会育成連合会が、企画運営しています。

結城市交流事業とは、
初代福井藩主結城秀康公
の歴史的なつながりを
きっかけに平成１４年、
福井市と結城市の友好都
市の提携調印式が⾏われ
たことにより、翌年子ど
もたちの交流事業が始ま
りました。２泊３⽇の⽇
程で、福井市と結城市の
６年⽣８名（男⼥各４
名）が交流をします。

熊本市交流事業とは、
第１６代福井藩主松平春
嶽公が、熊本藩細川家の
息⼥勇姫を妻に、また熊
本藩士
横井小楠を政治顧問にむ
かえた歴史的つながりを
背景として、平成６年に
姉妹都市提携調印が⾏わ
れ翌年より交流が始まり
ました。３泊４⽇の⽇程
で６年⽣１２名（男⼥各
６名）が交流、令和元年
度で２５回目をむかえま
した。

７



教育⻑と語る会
総務・渉外部会



Schedule

Concept
教育⻑と懇談することにより、福井市と福井市子ども会育成連合会との協働による⻘少年健全育成環境

の構築を目的として開催しています。

平成１０年に初めて試みた「市⻑と語る会」から始まりました。平成２４年度からは「教育⻑と
語る会」に移⾏し、現在に⾄っています。
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写生大会
事業部会



Schedule

Concept
単位子ども会や地区子ども会で、主に夏休みに⾏なうお出かけ事業です。出かけた場所で絵を描くことを
楽しみながら、先輩が後輩に絵の具の使い方を教えるなど子ども会ならではの縦のつながりを活かして、
異年齢児同志がふれあい地域の活動を楽しむことを目的とした催しです。描いた絵をコンクールとして表
彰・作品展示しており、絵を描くことが好きな子ども達にとっても、⼤きな励みとなる事業になっていま
す。

昭和５１年７⽉に「第１回夏休み子ども会写⽣⼤会」の開催から始まりました。 11



子ども大会

事業部会



Schedule

Concept
地区子ども会間の交流や、各地区・市子連・ジュニアリーダーなど子ども会活動の発表の場として開催し
ています。発表やレクリエーションなどを「子どもたちの手による子どもたちのための子ども会活動」に
つながるよう情報提供・提案し、各地区の指導者・育成者の方々の交流の場としても、子ども会活性化に
貢献することを目的としています。

昭和４３年７⽉に第１回子ども会育成研究⼤会「みんなで考えよう子ども⼤会」が開催されました。寸劇
やパネルディスカッションが⾏われ、⻘少年育成について話し合うことが始まりました。第４回では「こ
れからの子ども会と⻘少年育成会のあり方」をテーマに分散会が⾏われ、昭和４９年の第７回福井市子ど
も会⼤会では、５地区の子ども会が発表。その後も毎年各地区子ども会が順番に発表しました。４９年か
らは子ども会⼤会という名称になり、その後「子ども⼤会」または「子ども会⼤会」その都度どちらにも
変わっています。
近年は、開会式の司会を熊本市・結城市との交流事業に参加した6年⽣の児童が担当し、ジュニアリー
ダー・シニアリーダーもスタッフとして参加しています。
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夏研・春研
ジュニアリーダー派遣

育成部会



Schedule

Concept
「子どものための子どもの手による子ども会活動」を目指し、各地区のリーダー育成とジュニアリーダー
組織の育成のため、福井市ジュニアリーダーズクラブが企画運営し、⼤⼈の⽀援の元で、研修・活動を⾏
ないます。いろいろなプログラムを楽しみながら、各地区との子どもたちの交流を図ります。
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相撲大会

事業部会



Schedule

Concept
⽇本の国技、相撲のおもしろさ・楽しさを味わいながら、心身ともに健全で明るいたくましい「福井っ
子」の育成と、地区子ども会の交流活動の活性化を図ります。
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かるた大会

事業部会



Schedule

Concept
福井市子ども会育成連合会は、福井市かるた協会が実施する「福井市かるた⼤会」の共催として携わって
います。毎年１⽉に⾏われ、各地区子ども会活動の⼀環として、毎年参加する地区も多くあります。⻑年
続く歴史あるかるた⼤会で、平成３１年は第７２回目をむかえました。福井市子ども会育成連合会は、昭
和５０年１⽉の⼤会から参加しています。

23



指導者・育成者研修会
総務・渉外部会



Schedule

Concept
地域の子どもたちの育成⽀援、子ども会活動のあり方や子ども会の更なる充実と活性化を図り、育成者・
指導者等の資質向上を目指し開催しています。近年では指導者・育成者や子ども会に係わる方々からのア
ンケートにもとづき研修内容を考慮し、子どもたちの健やかなる育成、また育成会の活性化になるような
研修を目指しています。
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広報誌 キラリンだより
広報室



Schedule

Concept
福井市子ども会育成連合会の活動や社会貢献につながる⾏為などを広く伝え、知ってもらうために発⾏さ
れています。

平成元年の福井市政１００周年事業として、福井市⻘少年育成会連合会実⾏委員会が主催となり、子ども
たちが作る子どもたちのための子どもたちの村、子どもたちのアイデアと子どもたちの⾃主性を活かした
遊びの村「わんぱく越前キラリン村」が、盛⼤に開催されました。その際、中学⽣が中心となり取材し執
筆。キラリンとは、新雪が朝⽇に光っている時の「キラッ︕」と、雄雄しくたくましいという意味の凛
「リン」を合わせて「キラリン」と名付けました。平成１１年からは「キラリンだより」も創刊し、その
後キラリン新聞は廃刊となりましたが、平成２９年度にキラリンだより１００号が発刊され、現在に⾄っ
ています。
平成元年１０⽉１６⽇創刊。 27



総会 ・ 常任理事会
代表役員会 ・ 理事会
部会 ・ ブロック会

総務・渉外部会



Schedule

Concept
会議の目的は主に３つあります。①アイデアを集め、物事を決定する。②決定された事項の合意を得る。
③情報を共有する。会議ごとにこの配分は変わりますが、福井市子ども会育成連合会の会議では、参加す
るすべての⼈が関わり（発⾔・参画）を持ち、地区や単位子ども会活動の参考になるよう情報をお持ち帰
り頂くことが、最も⼤切な目的だと位置づけています。
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会議室予約（Ａｏｓｓａ）

会議の進め方（簡単ファシリテーション）

ブレーンストーミング
ＫＪ法
公式ページへの投稿
36



福井市中央に位置するAossaの５階、６階にある「福井市地域交流プラザ」の貸室予約について説
明します。市子連が主催する事業、会議（部会、ブロック会含む）で利⽤することができます。

会議室予約（Ａｏｓｓａ）

１ 空き室チェック
インターネットサイト
（http://www.city.fukui.lg.jp/kyoiku/gakusyu/sgakusyu/ko
uryuutop.html?path=C30000/C30500/C30501/P21658）で
利⽤する予定の部屋が空いているかチェックをします。

２ 電話予約
福井市地域交流プラザへ、電話で予約します。
Tel 0776-20-1535
※当会はＷｅｂからの予約はできません。減免にならないためです。

予約時に伝える事項
・団体名 「 福井市子ども会育成連合の・・・ 」
・予約者名 「 〇〇〇〇といいます。 」
・会議⽇時 「 〇⽉〇⽇ 〇時より〇時まで 」
・部屋 「 〇〇〇〇の部屋を予約したい 」
・連絡番号 「 携帯番号は090-〇〇-〇〇です 」
・ひとこと 「 減免申請を⻘少年課から送ります 」

３ 事務局へ連絡

５階 ６階

応接室
２

応接室
１

会議室
５０１

研修室
６０４
研修室
６０３
研修室
６０２

研修室
６０５

研修室
６０８
介護実習室

研修室
６０６

研修室
６０１

C

研修室
６０１

B

研修室
６０１

A

研修室
６０７

工作
実習室

調理
実習室

和室Ａ

和室Ｂ
レクリエー

ションルームＡ

レクリエー
ションルームＢ

事務局（福井市⻘少年課）へ、電話で連絡します。
Tel 0776-20-5418
上で伝えた事項に加えて

・会議名 「 市子連の 〇〇会議で利⽤します 」
・ひとこと 「 減免申請をプラザへ提出願います 」

当⽇は・・・
入室前に ５階受付へ利⽤開始のひとこと
終了時に ５階受付へ終了のひとこと

37



会議を招集しても集まりが悪い、たいした意⾒が出ない、時間が押す、といった経験はありませんか︖
会議で⼤切なことは以下の３つにまとめられるかと思います。

・決めなければいけないことを、決める。
・願望、課題、結果、流れを、（参加できなかった⼈も含め）共有する。
・参加してくれた方に、次回も来てもらう。

そのために以下のような進め方をお薦めします。

会議の進め方（簡単ファシリテーション）

０ 事前準備（前⽇までに）

当⽇までに「情報収集」「イメージを膨らましてもらう」ために、
事前にレジュメ、資料などをメールやLINE等SNSで回覧しておく。
最低でも、どんな議題で話すかを伝えましょう。

１ 会議スタート
時間の有効活⽤、また時間通り集まって頂いた方へ失礼がないように、
開始時間を守りましょう。
子ども達には話しているはずです「１０分前⾏動、５分前集合」

２ はじめに
出席者の「足なみ」「歩はば」を揃えるために、
会議⻑のあいさつは手短に、会議の全体像（議題、時間）を話しましょう。
また、この時間で絶対決めなければいけないゴールを提示しましょう。

資料の事前回覧

時間厳守

議題、時間、
ゴールの説明

38



４ 枠割り決め
会議⻑は
手を空け耳を傾ける

会議⻑（会議招集者）は会議全体を⾒渡すよう心がけましょう。
そのためには運営をなるたけ他の⼈に担ってもらい、手を空ける必要があります。
会議の中では次のような役割をお願いしましょう。

○進⾏
レジュメがあればそれを読むだけで務まります。
議題までしか書いてないのであればそこまで読んでもらい、
議題に詳しい⼈に説明してもらいます。活動であればその目的も説明しましょう。

なるたけ多くの方に役割を担ってもらい、会議の運営に参加してもらいましょう。
さて、ここで手が空いた会議⻑は何をすれば良いのでしょうか︖
答えは「傾聴」です。意⾒を述べている⼈や⾔わない⼈に耳を傾けます。
「この⼈は話しを聴いてくれる⼈だ（場だ）」と思ってもらうため、まずは肯定
的に意⾒をとらえます。肯定するにはまず「○○という事なんですね。なるほ
ど。」とオウム返しするだけで良いです。そこから他の方に「○○さんはどう思
われますか︖」と感想を求めても結構ですし、他の意⾒を誘っても良いでしょう。
参加してくれている⼈に「私がやらなきゃ」という気持ちを持ってもらうことが
⼤切です。
⼤事なことなのでもう１度⾔います。会議⻑はすべての⼈に耳を傾けるだけで良
いのです。

３ アイスブレイク
この手のマニュアルでよく「⾃己紹介しましょう」と書いてあります。これに対
して「もう名前は知っているから要らない」と⾔う方がほとんどです。ここでは
⾔い換えます。
会議の参加者は「会話の準備運動をしましょう」明るい気持ち、暗い気持ち、い
ろんな状況で参加してくれていると思います。その中で、なるたけ明るい雰囲気
を作れるように、まずは明るい気持ちを声に出して話してもらいます。⾔葉は
「⾔霊」といわれ、⾔ったことが本当になります。明るい話しをすると、話して
いる⼈も聴いている⼈も明るくなります。
進め方と話題（テーマ）としては以下の例を参考にしてください。

・最近わくわくした事、楽しかった事 例）週末のイベントが楽しかった。
・最近または昔のニックネーム 例）楽しい会があって、そこではこう呼ばれている。
・最近のマイブーム、マイスポット 例）これが楽しくて仕方がない。だからここに出没する。
・好きなたべもの、異性のタイプ 例）これには目がない。
・趣味、得意技 例）ずっとコレをしている。コレがあれば⽣きていける。

１ 名前

２ 地区名（役職）

３ 話題（テーマ）

０ 話題を１つ決める（会議⻑）

⼈数分
くりかえす１分

会話の準備運動

○書記
議事録を作成し、代表役員会へ（主にメールで）回覧します。
「議題」「意⾒」「結論」の３つが書いてあれば十分です。
結論では「誰が」「なにを」「いつまで」にやるかを必ず明記しましょう。

○タイムキーパー
予定していた会議時間を守るために、明⾔してもらいます。
「半分の時間が過ぎました」「あと３０分です」「あと１０分です」「時間です」など



７ 終了の前に･･･
誰が
いつまでに
なにをする︖

部会だけのなかで道に迷わないように、また他の方に助けてもらうために、
書記がまとめた議事録はなるたけ早く回覧しましょう。
当⽇がベスト、次の⽇は及第点、１週間後は賞味期限切れです。
難しくすることはありません。端的に、簡単に、事実を書き連ねてあれば良い
です。

参加した⼈すべてが会議の全体像を⾒渡すために、
決まったことを振り返ります。
書記が「議題」「結論」の順で話します。この際「誰がいつまでにやる」か
もう⼀度確認します。

「あれ︖この⼈に集中しているな︖」
「あれ︖○○さん抜けてない︖」
「時間がないから急がなくちゃ」

８ 事後
誰かに助けて
もらうために
議事録を回覧する。

５ 進⾏ 「うながす」

１⼈１回は
必ず発⾔してもらう

多くの意⾒を取り入れるために、
議題を提示したあとは経験値の少ない方から意⾒を聞きましょう。
先輩が総論・確論的な意⾒を⾔ってしまうと話しにくいものです。
またこのタイミングで議題に対する質問も出やすいかと思います。
最低でも時間の中で１⼈１回の発⾔をしてもらいましょう。
できれば１議題１⼈１回以上がよいでしょう。
もし時間の中で⼀度も意⾒を求められなかったら「この会議体に⾃分は必要な
いのだな」と感じることでしょう。

６ 進⾏ 「煮詰まった」

煮詰まったら
ブレスト

意⾒やアイデアが少ししか出ないことがあります。そういった会議は時間がか
かります。
軽い気持ちで「ブレーンストーミング」（別項目で説明）をやってみましょう。
煮詰まったなと思ったら時間を５分や１０分で区切りやってみましょう。発⾔
形式の１０倍から２０倍の意⾒が出ます。
少ししかない意⾒で話し合うより「質より量」で２０個あったほうが夢は膨ら
みます。意⾒を述べる機会も増えます。声の小さい⼈、ユニークなアイデアを
持っている⼈、総論・確論を我慢していた先輩も同じ⼟俵で話せます。

内容
⽇時、場所、参加者
議題、意⾒
結論（だれが、なにを、いつまでに）

＋ 参考資料を添付しましょう。

※ 会議レジュメおよび議事録 のひな型を次ページに⽤意しました。
この様式は福井市子ども会育成連合会ホームページ上からダウンロード可能です。40



41



会議をしていて以下のようなことはないでしょうか。

・会議で意⾒が少なく、検討のしようがない。
・ゼロスタートでアイデアを出さなければいけない。
・平凡な意⾒ばかりで、奇抜なアイデアが出ない。
・意⾒を聴いても「特にない」「○○さんと同じ意⾒です」

としかいってくれない⼈がいる。 など

これらは参加している⼈が悪いわけでも、能⼒が低いわけでもなく、発⾔しやすい場の雰囲気作りがうま
くできていないことが多いです。発⾔しにくい場とは「先輩・経験者の前で意⾒しづらい」「⾃分の意⾒
など⼤したことはないはずだ」「受け入れられるわけがない」など様々な心情から⾃らが思っている内部
要因の場合と、会議⻑が「横柄な態度」「意⾒を聞かない」「決定事項を説明するだけ」など外部要因の
場合があると思います。これを読まれている方にこのような方はいらっしゃらないでしょう。ここでは、
参加者の素晴らしい意⾒を発掘するための手法「ブレーンストーミング（以下、ブレスト）」について解
説します。

「ブレスト」は読んで字のごとく「脳内に嵐を呼ぶ」思考手法をいいます。⾃分だけでなく廻りの⼈の意
⾒を元に⼤きい意⾒から小さい意⾒まで、様々なアイデアが湧き出てきます。⼈数は４〜８⼈くらいがベ
ストでしょう。

ブレーン・ストーミング（ブレスト）のすすめ

２ スタート
時間を区切り、意⾒を⼀定量、付箋紙・カードなど紙に書いてもらいます

例「３分差し上げますので、今まで経験したもの、やっていること、
密かにやりたいと思っていること、１０個書いてください。
２０個だと１８秒に１個ですね。」

時間厳守ですが、全体的にあまりにも少ないようであればヒントを出しなが
ら、数分延⻑します。全員が決めた数分のカードを書けていなくても終了し
ます。

１ 書き方を説明
カードの書き方を説明しましょう。ポイントは、離れて⾒ても、明確に内容
がわかるように書くことです。⿊マジックで⼤きい⽂字を使い端的に書きま
しょう。多くても２⾏から３⾏まで。
遠くから判別できないほどの細かい字は却下。

例

時間を区切って
次々と書く。
数が揃わなくても
ＯＫ︕

わかり易い字で書く

×

他には
︖
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３ 嵐のスタート

発⾔する順番を決め、必ず１つ意⾒を述べる。
何周もする（嵐のように）。

・⾃由な意⾒を述べる
意⾒を絶対に否定しない。肯定的な感想を述べ、否定する⼈をさえぎる。
これが⼀番重要です。「それは５年前にした」「⼀度失敗している」「お⾦がかかりすぎる」
できない理由は簡単に出ます。ブレストで⼤切なのは「質より量」です。
たくさんの意⾒がでるから、俯瞰し様々な視点から検討できるのです。
まずは意⾒を出すことに注⼒しましょう。
「及第点の意⾒が欲しい」と思っているから、みんな発⾔できないのです。

・意⾒が意⾒を呼ぶよう発展的に便乗する
発⾔する場合は「○○さんと同じです」はダメです。
時間が終わってから、発⾔が終わってからも、思いついたことは追加・加筆ＯＫです。
⼈の意⾒を聞いて「あぁ、そういう方⾯は思っていなかったけど、それだったら○○があるな」
「○○さんの違うパターンで（ここも肯定です）、○○部分が、○○の場合もありますよね」
といった意⾒をドンドン出してもらいます。

ポイント
「必ず肯定する（否定しない）」
「⾃由な意⾒をしてもらう」
「他⼈の意⾒に、相乗り、追加、発展」
「質より量」

どうでしょうか。これで⼀⼈ずつ発⾔してもらうより１０倍意⾒が集まると思います。これをカテゴリー分けし、
品質を上げていきます。次はそのカテゴリー分け「ＫＪ法」について解説します。

０ ルールの説明
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たくさんのアイデアや意⾒（ここではアイデアで統⼀します）が出たら整理せねばなりません。出てきた
アイデアを種類順にグループ分けすることによって、⽂字でありながら視覚的に理解しやすくします。ま
たグループ分けすると、いままでアイデアの出ていない（少ない）グループが⾒えてきます。整理が終
わった後、あらためてそのグループについてアイデア出しをするのも良いでしょう。

出てきたアイデアでよく似たものをグループわけします。迷うものは後回しにしたり、どうしても似たも
のがなければ無理やりグループにしなくてもよいです。だいたいグループ分けが終わったら、グループ名
を決めます。たとえば「写真を募集する」「目安箱を作る」というアイデアであれば「募集」というグ
ループを作ります。次々とグループ分けし同じグループのアイデアを集めます。そのうち、さらに⼤きな
グループが必要になってきた場合は、グループをグループ分けする⼤グループを作りましょう。たとえば
先ほどの例でいえば「情報収集」や「参加型イベント」などとなります。またグループ分けが適切ではな
かったと感じるときは柔軟に修正していきましょう。さきほどの例でいえば中グループとして「情報収
集」、⼤グループとして「情報」などに変更しましょう。

こういった作業をしやすくするために、⼤きな付箋紙やカードを使います。グループ名は色を変えたり二
度書き、また縁取りなどをし視覚的にわかりやすくしましょう。

わかりやすくなったところで再度グループを⾒ていきます。さきほど仕分けできなかったアイデアをグ
ループに入れたり、必要なグループを作ります。またグループにはしたもののアイデアの少ないグループ
もあるかもしれません。先ほどの例でいえば「情報を募集ばかりしており、発信について考えてない
ね。」とわかったとします。追加で「ＨＰに発表するためのページを作る」を新たに作った「情報発信」
グループに追加します。こうしてできあがったものを磨き上げていきます。

本来のＫＪ法であればこの後、各グループの因果関係を作ってグループを配置していきますが、必要に応
じて⾏えばよいでしょう。ここでは割愛させていただきます。

ＫＪ法

写真を
募集する

競歩大会の
ように
１日歩く

全体がわかる
⾒取り図を

作る

目安箱を
つくる

情報収集 作るイベント

町内理事
に聞く

今までの
活動を
振り返る

連合会に
聞く

他団体と
共催する

あれっ︖
意⾒が少ないね︖
結果報告もしなきゃ

あれっ︖
他の団体が同じような
活動してるね
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方法１ Facebook転載
市子連Ｆａｃｅｂｏｏｋのページに投稿し、
広報室メール（fukuikids＠yahoo.co.jp）へ「転載依頼」をすれば更新されます。

福井市子ども会育成連合会のFacebook公式ページ（ https://www.facebook.com/fukuikodomo/ ）へ
投稿すれば⼀般の方でも掲載できます。「福井市子ども会育成連合会」として投稿するために
は、事前に登録が必要となります。広報室へお問い合わせください。

写真がたくさんある場合、複数⽇で⾏われる事業についてはアルバムを作成してください。
Facebook

市子連公式ページ

福井市子ども会育成連合会のホームページ（ https://fukuikodomo.com/ ）は管理を外部業者に
委託しておりますので、直接の編集はできません。
記事の掲載には２種類の方法があります。

市子連 公式
ホームーページ

市子連 広報室
電話帳 登録⽤ ＱＲ

市子連 広報室
メール送信⽤ ＱＲ

方法２ メール送信
市子連 広報室メール（fukuikids＠yahoo.co.jp）へ以下の情報を送信すれば更
新されます。

題名・事業名
⽇時
参加⼈数
コメント（必ず書いてください）
写真添付（必要な場合）

後述の方法で写真を掲載することができますが、広報室に送られたものはそのまま使⽤させて頂きます。
顔のモザイク処理等は⾏いません。参加者への事前確認の徹底をお願いいたします。また写真削除の要
請があった場合は、投稿者への許可なく削除しますのでご了承ください。

公式ホームページ

公式Facebookページ

公式ページへの投稿
市子連には⼤きく分けて２つの公式サイトがあります。いずれも広報室が管理しています。
市子連事業についての記事は、各部会の担当者が作成します。市子連事業のＷｅｂ申し込み
ページや、Ｗｅｂアンケートを取る機能もあります。詳しくは広報室まで。

各地区の公式ホームページとして

公式Facebookページ

各地区の事業・取り組みについても掲載しています。たくさんの記事お待ちし
ております。
また市子連「各地区の活動」ページはURLが独⽴しており、地区育成会の公式
ホームページとして利⽤することも可能です。お気軽にご活⽤ください。

順化地区 育成会
ホームページとして

清明地区 育成会
ホームページとして

※掲載する写真について



ビデオ会議システム
『 Zoom 』を利⽤する

１．ビデオ会議システム『Ｚｏｏｍ』とは
２．『Ｚｏｏｍ』に参加してみよう編
３．『Ｚｏｏｍ』会議を開催してみよう編

Ｗｅｂ会議システムZoomは、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。

パソコン版Ｚｏｏｍの模様
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Ｚｏｏｍは会議の新しい形として、また新型コロナなどへの対策として
も⼤変有効です。資料の提示やホワイトボード機能なども利⽤しやすく、
集合型の会議と同じように運営が可能です。
このテキストでの図解はAndroid版で説明しています。ｉＯＳ版もほぼ
同様の画⾯構成になっています。しかし、⼀番使いやすいのはパソコン
版です。まずはスマホで。慣れてきたら、少し画⾯構成は変わりますが
多機能なパソコン版でご利⽤ください。

１．ビデオ会議システム『Ｚｏｏｍ』とは

・無料で利⽤できる １会議は４０分、１００⼈まで
有料会員（⽉２千円）になると時間無制限

・さまざまな機器で利⽤できる 可⽤性－高
※パソコン（Windows、Mac）、スマホやタブレット（ iOS 、Android）

・会わなくても顔をあわせて話すことができる 衛⽣的

・遠くからでも参加できる 利便性－高

・会議場所の予約などをしなくてもよい 利便性－高

・参加者は利⽤アカウントを持っていなくても参加できる 利便性－高

・全く初めての⼈は、参加まで少し手間取る 要 スキル

・アプリのインストールが必要 要 ひと手間

・ガラケーでは参加できない 要 対応機器

・常に相手から⾒られている 緊張感あり
※意図的に⾳声やカメラを切ることはできます

・インターネット通信環境の速度に左右される 不安定

・会話にタイムラグがある。 ストレス

・話せるのは⼀度に⼀⼈だけ 要 コツ

・時間に制限がないのでダラダラしてしまう 惰性的

メリット

デメリット

Ｗｅｂビデオ会議サービス「Zoom（ズーム）」は下記のような特徴やメリット、デメリットがあります。
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０ 事前準備
まずダウンロード ホスト（会議⻑）から送られてくるＵＲＬ、もしくは下記サイトに

アクセスして、アプリをダウンロードしておきます。

ミーティングの開始時間になっていない場合は、後述する
をご利⽤ください。

ホスト（会議⻑）が準備したミーティングに参加してみましょう。
参加するだけであれば、アカウントを作ったり、サインイン（個⼈認証）をする必要はありません。

ダウンロードサイト

パソコン版 https://zoom.us/download#client_4meeting
ミーティング⽤Zoomクライアント
パソコンはブラウザだけで利⽤することもできますが機能制限が多いため、ＰＣ⽤アプリのインストールをお薦めします。

iOS版
https://apps.apple.com/jp/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
ZOOM Cloud Meetings

Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
ZOOM Cloud Meetings

2020.4.30 現在

１ 接続する
アプリ起動 時間になったらホスト（会議⻑）から送られてきたＵＲＬにアクセスするか、

Zoomアプリを起動し受信したミーティングＩＤを入⼒します。
（画⾯はAndroid版 v5.0.0 。iOS版でもほぼ同様です）

［名前］は会議内で表示され
ます。⾃分の呼んでほしい名
前を入⼒します。
＠マークを付けてその後に
所属を入⼒するのが定番です。

例）田中＠福井市
ゆめまる＠市役所 など

あまり⻑い名前は、画⾯の小
さいスマホ等で全部表示され
ない事があります。

① アプリをタッチ ② ミーティングに参加 ③ ミーティングに参加

ミーティングテスト

２．『Ｚｏｏｍ』に参加してみよう編
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④ パスワードを入⼒

ホスト（会議⻑）から指定
されたパスワードを入⼒して、
ＯＫをタッチ。

⑤ 了解 ⑥ 許可

⑦ ビデオ付きで参加 ⑧ 許可 ⑨ 画⾯をタッチ

⑩ オーディオに参加 ⑪ デバイスオーディオを介して通話 ⑫ この表示がでれば会話スタート

顔
画⾯をタッチすると
メニューが表示されます

この表⽰になっていればＯＫ︕

マイクがオフに
なっています。
タッチしてくだ
さい。

ビデオがオフに
なっています。
タッチしてくだ
さい。



トラブルシュート

前ページの④のあと⑤の画⾯にならず、このような画
⾯がでた際は、まだホスト（会議⻑）がZoomミーティ
ングを開始していません。ホスト（会議⻑）が開始ボタ
ンを押さない限り、このミーティングに参加すること
はできません。

もし時間になってもアクセスできない場合は、別の手
段でホスト・主催者にご連絡ください。

ミーティングテスト

ホスト（会議⻑）から、ミーティングＩＤやパスワードは貰ったけど開催まで
まだ⽇があるといった場合でも、下記サイトにアクセスすることで接続テスト（練習）

をすることができます。

第１回 ○△◇ミーティング

http://zoom.us/test

１ 接続する

アプリをインストールをしてから

このサイトにアクセスし ⑤ からお読みください。
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２ 使ってみる
あとは話すだけ ホスト（会議⻑）の指示の元、話しましょう。

Zoom エチケット（参加中に注意したいこと）

・ＴＶや⾳楽は消し静かな部屋で参加しましょう （あなたが聞こえている⾳が全員に聞こえます）

・話す意思のないときは適宜［ミュート］を使いましょう （咳払いひとつで注目を浴びます）

・機器は手に持たず、スタンドなどで固定しましょう （相手が酔います）

・照明器具が後ろにあると、逆光で顔がわかりにくくなります （顔を⾒られたくない時は…）

・パケットがたくさん流れるので、Wi-Fiを利⽤しましょう （４０分で０.５ギガくらい）

・スマホの方、バイブを消しましょう （会議室内にブーブー響き渡ります。本⼈には聞こえません）

・ネコを飼っている方は、襲撃に気をつけましょう。

顔

・ ・ ・

安全運転モード
運転している時に使う画⾯。

この画⾯では自分のカメラがオフになります。

スピーカービュー
話している⼈が映ります。
起動時はこの画面です。

ギャラリービュー
複数⼈の画⾯が映ります。

話している⼈は緑の枠がつきます。

スワイプで
移動します

スワイプで
移動します

⾃分がどの画⾯に
居るかがわかります

使っているＯＳによって
ひとつの画⾯に表示できる
⼈数が変わります。
スワイプする事により、多
くの画⾯を表示できます。

パソコン 最⼤２５⼈／画⾯

スマホ 最⼤ ４⼈／画⾯

画⾯

機能については次ページにて



機能

⾃分のマイクを［ミュート（消音）］し、相手に聞こえないようにします。
相手の声は聞こえます。

⾃分のカメラを［停止］し、相手に⾒えないようにします。
相手の画像は⾒えます。

参加者全員に⾃分のデータを表⽰します。
ホワイトボード機能、写真、アプリ画⾯ など。

参加者のリストを⾒ることができます。
リストに表示されている⾃分をタッチすると、名前の変更ができます。

レコーディング ︓ 会議内容を録画します
オーディオの切断 ︓ マイク機能をオフにします。
チャット ︓ ⽂字情報を全員もしくは特定の参加者に送信します。
ミーティング ︓ 会議の細かな設定が可能です。

「ミーティングのロック」追加参加の不可
「待合室」の有効化、参加者への共有許可など

︓ 他の参加者に「拍手」「いいね︕」を送ります。

（スマホの場合は右上に退出、パソコンの場合は右下に終了と表示されます）

会議室から退出します。
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仮想（バーチャル）背景機能
⾃分が映っているカメラの背景を、⽤意された別の背景にする仮想背景機能があります。ただし
必要条件や利⽤方法がＯＳごとに違うので下記を参照してください。いずれにせよなるべく明る
い部屋で、顔の正⾯から明かりが当たる方がより鮮明に働きます。

パソコン
Windows７以降であれば、第４世代ｉ７クアッドコア以上のプロセッサが必要、
Windows10以降であれば、第６世代ｉ５デュアルコア以上のプロセッサが必要
となっています。
※「コンピュータが要件を満たしていません」と表示される場合は以上の条件を満たしていない可能性があります。

会議画⾯ 左下［ビデオの停止］の右にある「＾」をクリックし、
［仮想背景を選択してください］をクリックします
スマートバーチャル背景パッケージをダウンロードしますか︖」と表示された
場合は［ダウンロード］をクリックしてください。
標準で登録されている画像は少ないので［＋］をクリックして任意の画像
ファイルを追加してください。

ｉＯＳ
iPhone であれば、８、８Plus、Ｘ以降
iPad(9.7インチ)であれば、第５世代（2017年発売）以降が対応
iPad Pro はすべて対応

会議画⾯ 右下［ … 詳細 ］をタッチし、［バーチャル背景］をタッチしてください。
表示されていない場合は必要条件を満たしていない可能性があります。
標準で登録されている画像は少ないので［＋］をタッチして任意の画像ファイルを
追加してください。

Android
スマホ、タブレット、全モデル 未対応

その他

必要条件

利⽤方法

必要条件

利⽤方法
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セキュリティの問題
最後にセキュリティ問題についてお話ししておきます。
運営するホスト（会議⻑）が気をつけることにより、ほぼ問題なく運⽤できます。

Zoom爆弾（爆撃） 関係のない⼈がなんらかの理由で入室し嫌がらせをする。

会議室にパスワードをつけ、待機室機能を使う。
ミーティングIDとパスワードを不特定多数に（SNSなどで）公開しない。
「ホストより前の参加者の参加を有効にする」のチェックをはずす。

UNCパス処理の脆弱性（Windows版のみ） 意図せず情報漏洩してしまう。

最新版のアプリ（v4.6.9 以降）を利⽤すれば問題ありません。

エンドツーエンドの非暗号化 Zoom社内から会議内容が⾒られる。

ミーティング内で個⼈情報などを提示しないようにしましょう。
クレジットカード番号、口座番号、パスワードなどは特に。
こういった内容を口走らないように気をつけましょう。

いずれの問題も最新版のアプリ（V5.0以上）をダウンロードすることで危険性は緩和されます。
お持ちのアプリのバージョンを確認しましょう。

有料プランについて

Zoomには、基本、プロ、ビジネス（中小企業向け）、企業（⼤企業向け）の４プランがあります。
ここでは基本とプロの違いを、簡単に説明します。

基本プラン 無料
３人以上のミーティングは４０分まで。以後強制切断。
ただし、あらためてミーティングを開始すれば連続して開催は可能です。
参加⼈数 100⼈まで

プロプラン 月額 2,000円 もしくは 年額 20,000円
ミーティングの時間制限なし。
クラウドに1GBまでの録画が可能。

詳細は、Ｚｏｏｍ社 まで

対策

対策

対策
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０ 事前準備
まずダウンロード アプリをダウンロードしてください。

詳しくは「２．参加してみよう編」をご覧ください。

ここからは、ホスト（会議⻑）としてミーティングを開催するまでの方法を説明します。
開催のためにはアカウントを作成し、サインイン（個⼈認証）をする必要があります。
なお基本プラン（無料）の場合、３⼈以上のミーティングは４０分の制限があります。
詳しくは前ページの をご覧ください。

１ 会議を予約する
会議を作る アプリ起動し、サインイン（個⼈認証）を⾏います。

サインインするためには以下の４つの認証方法があります。
・Zoomアカウント（アプリから作成可能） ← メール認証します。

・ＳＳＯ（会社の認証情報） ← 持っている方少ないと思います。

・Ｇｏｏｇｌｅアカウント ←簡単おすすめ
・Ｆａｃｅｂｏｏｋアカウント ←簡単おすすめ

① アプリをタッチ ② Google、Facebook、を使う場合 Zoomアカウントを作成する場合

３．『Ｚｏｏｍ』会議を開催してみよう編

有料プランについて

誕⽣⽇、メールアドレス、姓名を入⼒す
ると登録されたメールアドレスにメール
が届きます。メールに従いパスワードの
登録、本登録を完了させてください。完
了後、アプリを起動し他アカウント同様
［サインイン］をタッチしてください。

Googleアカウントや、Facebookアカウ
ントの情報（すでにお持ちのメールアドレス、

パスワード）をご⽤意ください。

どちらか
一方



③ パスワードを入⼒ ④ スケジュール

Zoomアカウントの場合

Ｇｏｏｇｌｅアカウント
Ｆａｃｅｂｏｏｋアカウント

の場合

選択後、それぞれのアカウント
ＩＤやパスワードなどを聞かれ
ますのでご⽤意ください。

認証画面については
省略させていただきます。

タイトル ︓ 会議名を入⼒
⽇付 ︓ 開催⽇（開催⽇前でも開始できます）

開始 ︓ 開始時刻（開始時刻前でも開始できます）

終了 ︓ 終了時刻（予定時刻を過ぎても終了しません）

個⼈ミーティングIDの使⽤︓ 個⼈IDなので使⽤をお勧めしません
ミーティングパスワード ︓ オンで「Zoom爆弾」を防ぎます
パスワード ︓ 変更可能です
オーディオオプション ︓ 電話回線を使わないのであれば

「デバイスのオーディオ」のみを推奨
待合室を有効化 ︓ オン推奨

入室時、ホストの承認が必要になります
ホストより前の参加を許可︓ オフ推奨

ホストが［開始］しなくても参加できます
カレンダーに追加 ︓ 他カレンダーアプリと連携します

⑤ ミーティングの詳細を決めます

←簡単おすすめ

←簡単おすすめ

ミーティングタイトル
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⑥ メーラーを選択 ⑦ 他のアプリで周知する場合

⑧ クリップボードにコピー

メーラーを使って周知する
場合はいずれかを選択

他のアプリを利⽤する
場合は欄外をタッチして
キャンセル（おすすめ）

他のアプリを起動し
任意の場所に
［貼り付け］してください。

○○○○さんがあなたを予約されたZoom
ミーティングに招待しています。

トピック: 定例会ミーティング

時間: 2022年2⽉22⽇ 02:00 PM ⼤阪、札
幌、東京

Zoomミーティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/99999999
99?pwd=lka4mlty4kltmaw4lk

ミーティングID: 999 9999 9999

パスワード: 241200

クリップボードにコピーされる内容の例

入室方法１
このＵＲＬをタッチす
るとパスワード入⼒を
パスして、会議に入室
できます。

入室方法２
このＩＤとパスワード
を入⼒して、会議に入
室できます。

上記いずれかの方法で入室するようにアナウンスください。
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① ミーティング ② 任意の会議をタッチ

２ 会議を確認する

③ 編集をタッチして設定を確認します

① ミーティング ② 任意の会議の［開始］をタッチ

３ 会議を開始する
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⽤語集

全子連版
市子連版

福井市子ども会育成連合会のあゆみ
昭和２８年５⽉ 「福井市補導会連合会」として発足。
初代会⻑は熊⾕太三郎市⻑。事務局は福井市公⺠館⻑の芳⾕為治⽒。
地区組織として、成和・光陽・明倫・進明・明道の中学校区ごとに補導会を結成し、各補導会⻑、幹事をもって組織さ
れたのが始まりである。各地区において⻘少年の不良化防止活動を⾏ってきた。同時に少年野球⼤会やソフトボール⼤
会などを開催。その後丹⽣郡や吉田郡が福井市に編入し、南部、九頭⻯、東部補導会が新たに結成された。
昭和３７年１２⽉に「福井市⻘少年補導会連合会」となり、組織形態も中学校区から小学校区に変わり２６地区となる。
昭和４４年５⽉に「福井市⻘少年育成会連合会」に名称変更。補導から⻘少年の健全育成を目的に各公⺠館単位で⻘少
年育成会が設⽴された。
平成１１年９⽉に「福井市子ども会育成連合会」に名称変更。
平成１８年の市町村合併により、福井市４９地区の子ども会育成連合会となる。
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子ども会
子ども会は、就学前3年の幼児から高校３年⽣年齢相当までを構成員とし、地域を基盤とした異年齢の集団です。そ
の活動を⽀える指導者と側⾯から援助する育成者が必要であり、この子どもの集団と指導者、育成者を含めた総称と
して⽤います。
子ども会とは、仲間と活動を共有することによって、その子の、その子が参加している集団の、より望ましい成⻑を
意図したコミュニティ活動です。地域を基盤とし、仲間集団のもつ形成⼒と、活動（経験）を通しての成⻑を統合し、
よりたくましい子ども、子ども集団を実現しようとする活動です。家庭・学校では、与えることが困難な、しかし、
子どもの発達にとって不可⽋な経験を与えることを目的としており、家庭・学校はもとより、地域の諸機関・諸集団
と強い連携を保ちながら、活動を進めていくことが⼤切です。

子ども会のねらい
子どもは、遊び仲間を求めており、遊びを通じて社会の⼀員として必要な知識、技能、および態度を学んでいます。
このような子どもの遊びの特徴をとらえ、健全な仲間づくりをすすめ、心身の成⻑発達に⼤切な活動を促進助⻑する
のが子ども会です。このような活動は、学校や家庭における教育とともに、⽋くことのできない重要な教育的活動で
あることを再認識しましょう。今⽇の子どもは、２１世紀に⽣きる……。子どもを豊かな社会の担い手にふさわしい
⼈間として育てるために、子ども会活動をひろく進めましょう。

単位子ども会
単位子ども会は、子ども会活動を進める上で必要な目的、事業、役割、財政などすべての機能をもっている独⽴した
組織です。単位子ども会は、⼀⼈ひとりの子どもが仲間と⼒を合わせて活動するもっとも身近な集団であり、その活
動を通して得られる成功体験や失敗体験が、子どもたちの成⻑に⼤きな影響を及ぼすきわめて重要な集団です。単位
子ども会は、子ども集団と指導者、育成会をもって構成されますが、子ども集団の規模は、４０〜５０⼈が適切であ
り、その中に１０⼈前後の班を設けて小集団活動を進めることが最も⼤切です。

子ども会活動
子ども会は、その目的を達成するために種々の活動を展開します。会の運営のために会議活動や係活動が必要です。
役割を分担しながら⾏事活動を共有したり、１０⼈前後からなる班で⽇常⽣活を展開するなど、子どもが中心となっ
て活動を進め、仲間とともに成⻑することを期待しています。会の運営も会則に基づいて子どもが中心となって進め
ます。子どもの成⻑のためには、それにふさわしい活動が必要です。子ども会活動は、その活動の性格に注目して、
社会的活動、スポーツ・レクリエーション活動、⽂化的活動、科学的活動、奉仕的活動などに分類されます。子ども
会活動としては、子どもの要求や教育の必要上から、これらの活動を組み合わせて、会の目的にそった活動を⾏事活
動や⽇常活動として展開し、⼀⼈ひとりの⼈間的成⻑を図ります。

⾏事活動
新入会員歓迎会、七⼣のつどい、運動会、ハイキング、年忘れ子ども会など、子ども会として多くの⾏事を取り上げ
ていますが、その活動を⾏事活動といいます。分類すると社会的活動、スポーツ・レクリエーション活動、⽂化的活
動、科学的活動、奉仕的活動などがあげられます。ひとつの⾏事を⾏なうには、子どもたちが集まって相談し計画を
⽴て、役割分担し、いろいろと前もって準備をして当⽇をむかえ、その結果を反省し、次の活動に結び付けていくよ
うに⼀貫した活動を進めなければなりません。おとなの⼈が全部お膳⽴てして⾏われるものであってはなりません。
したがって、ひとつの⾏事を進めるためには、相当な期間をみなければなりません。ですから、毎⽉、ひとつないし
ふたつの⾏事が組まれている子ども会年間計画をみますが、それは無理があるのです。年間に⾏なう⾏事は、その年
の子ども会の重点目標にそって必要な活動を取り上げていきましょう。ムリ、ムダ、ムラのないよう⾏事を精選して、
みのりある活動を進めたいものです。

⽤語集（公益社団法人 全国子ども会連合会）

子ども会で使われる⽤語、また活動のねらいなどを、公益社団法⼈ 全国子ども会連合会
ホームページの、子ども会⽤語集より⼀部抜粋しました。
https://www.kodomo-kai.or.jp/yougoshuu/
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いろいろな活動
子どもたちの欲求、興味、関心などから、また、子どもの成⻑発達を促す上からも、次のような諸活動が考えられま
す。この他に、広報活動、施設⾒学の活動なども考えられます。それぞれの地域でどんな活動があるか考えてみま
しょう。

【社会的なもの】
社会活動 … ひな祭り、七⼣祭り、クリスマス、新年会など
奉仕活動 … 道路清掃、⽼⼈ホーム訪問など
安全活動 … 子ども会ＫＹＴ、安全教室、⾃転⾞教室、救急法など

【⽂化的なもの】
⽂化芸能活動 … 歌、⼈形劇、⾳楽会、映画会など
創作活動 … 写⽣、工作、作品展、ガラクタ創作など
学習活動 … 天体観測、読書、ユネスコ（国際理解）など

【体育的なもの】
スポーツ活動 … ラジオ体操、バレーボール、野球、サッカーなど
レクリエーション活動 … フォークダンス、ゲームなど

育成会（員）
育成会は、地域の育成者が⼒を合わせて子ども会活動を援助するための組織です。したがって、子どもたちが⾃主的
に運営する子ども会活動を側⾯から援助するものであって、育成会があって子ども会があるのではありません。地域
の育成者は、育成会に加入することによって育成会員となり、会の目的にそって組織的、継続的な⼀貫性のある活動
を⾏います。育成会は、組織ですから、会則（規約）をもち、目的、事業、入会手続き、役員、会費などが明らかに
されていなければなりません。

育成者
育成者は、子どもをもつ親（⽗⺟）はもちろんのこと、地域に住むすべてのおとなの⼈々をいいます。子どもたちの
⼈間形成は、総合性をもって⾏われるものであり、家庭・学校・社会の三者がそれぞれの教育機能を十分発揮し、同
時に緊密に連携しなければなりません。地域の教育⼒を高めるためには、地域のおとな⼀⼈ひとりが育成者であるこ
とを⾃覚し、子ども会育成のために精神的、物質的援助を協⼒して⾏なうことが⼤切です。

育成会の役割
育成会の役割には、子ども会活動の円滑な運営を図るための側⾯的援助と、子どもたちのよりよい理解者としての資
質をみがくための育成会員そのものの活動があります。

１ … 活動の場の確保や整備
２ … 道具・教具などの整備
３ … ジュニア・リーダーをはじめ各種指導者の発掘、養成、定着
４ … 物心両⾯にわたる側⾯的援助と諸条件の整備
５ … 関係団体との友好関係
６ … 学校や関係機関との連携
７ … 広報活動
８ … 育成会員相互の協⼒と連携
９ … 育成会員の研修

育成会役員
育成会の役員は、会則（規約）によって、会⻑、副会⻑、書記、会計、監査などの役割や⼈数、任期、選出方法が決
められています。その他、研修、広報、安全教育係（委員会）などを含めて考える場合もあります。単位子ども会に
おいては、役員を引き受ける⼈が少なく、また引き受けても⼀年交代のため、子ども会の発展につながらないという
問題が指摘されています。このことは、育成会員の意識と深い関係があり、また、会則（規約）の内容にもよります。
さらに、育成会役員は、直ちに指導者になるという誤った考え方と関係して、仕事が⼤変だということになります。
育成会役員の果たす役割を明らかにした上で、任期（２〜３年）、選出方法などについて再検討することが必要で
しょう。

育成会総会
総会は、育成会の最高議決機関です。会員相互の意思疎通をよく図って協⼒するためには、総会を⼤切にしなければ
いけません。そのためには、時間、場所、進め方など工夫し、子ども会活動と同様に魅⼒あるものにしなければなり
ません。総会で決めなければならない事項は次の通りです。

1 前年度事業の報告、収⽀決算の承認
2 役員の選任
3 新年度事業、収⽀予算の審議決定

その他、会則（規約）の改正や重要な事項

連絡・連合組織
単位子ども会の活動をより活発にするためには、その単位子ども会だけの⼒だけでは解決できない指導者の養成や安
全会の問題、⾏政や他団体との連絡協⼒など多くの課題があります。これらを広い視野に⽴ち協⼒して解決し、単位
子ども会活動のより⼀層の充実振興を図るために市区町村連絡・連合組織が⽣まれ、さらに県や全国の連合組織の下
部組織として単位子ども会があるのではなく、単位子ども会活動の充実振興を⽀援するために各段階の連絡・連合組
織があります。

61



子ども会指導者
指導者は、会員の意志を団体の意志にまとめ、会員ならびに会の成⻑発展を助ける役割を担う⼈たちです。子ども会
における指導者には、ジュニア・リーダー、集団指導者、特技指導者、総括的指導者があります。指導者を発掘・養
成し委嘱するのは、育成会の役割ですが、育成会役員を直ちに指導者と取り違えることのないようにしたいものです。
また、子ども会指導者として、すべての役割をひとりで果たすことは不可能であり、機能・領域を分けて分担し、協
⼒することが望まれます。

ジュニア・リーダー
ジュニア・リーダーは、子どもたちへの指導・助⾔の内容、子ども会活動の中で担う責任の範囲、状況を判断する⼒
量などからみて中学⽣、高校⽣（同年齢相当の者）をいい、単位子ども会に所属して、最低でも班に⼀名はいること
が望まれます。ジュニア・リーダーは、他の指導者や育成者の補助的機能を果たすものではなく、独⾃の指導的役割
をもって子ども会活動を導くものです。その主なものは次の通りです。

1.仲間作りのよき理解者として、その推進に当たるとともに、⾃らの成⻑をはかること。
2.班活動の具体的、実践的な指導に当たり、会員の積極的参加を促進すること。
3.集団指導者の指導のもとに、会⻑・班⻑など役員の活動を援助すること。

なお、ジュニア・リーダーは、その役割を全うするため、理論（子ども会とは、プログラム、J・Lの役割など）、方
法（指導・援助のあり方、プログラムのたて方、会議のもち方など）、実技（スポーツ・レクリエーション、ハイキ
ング、キャンプ、安全教育など）を履修するとともに、実際活動を通じて常に⾃らを高めなければなりません。

⻘年リーダー（シニア・リーダー）
年齢的には、１８歳から２５歳頃までの⻘年(県・市によって年齢の⼱が違うのが現状です）をさし、子ども会活動
の指導・助⾔に当たる⼈をいいます。⼀般的に中学・高校時代をジュニア・リーダーとして活躍し、その経験を⽣か
し、その後⻘年として直接活動に関わって子ども会の指導に当たっていきます。ジュニア・リーダーと集団指導者、
育成者との間にたち相互の密接な連携を図る上で⻘年リーダーの役割は⼤きいといえます。

指導するということ
子ども会は、会員の意志によって、⾃主的に運営されることが原則です。しかし、子ども会は未熟な子どもの集まり
ですから、視野も狭く、また⼒の強い子どものボスによって、専制的に⽀配される危険もあります。そこで、指導者
が子どもたちの動きに対して、方向を示してやることが⼤切です。その場合でも、指導者は表⾯に⽴たないで、間接
的な⽴場に⽴っての指導が⼤切です。つまり、指導者が上から会員を引っ張っていくのではなく、会員⾃身が、また
は会⾃体が目的に添って⾃ら動いていくような場⾯を構成してやることです。そうでないと、会員を受け身にさせ、
⾃発的な活動を阻害してしまいます。しかし、会員の年齢が小さいとか、会が発足して⽇の浅いうちは、⼤⼈の指導
者がしばらくイニシアチブをとり、会をリードする必要もあります。その場合も、ジュニア・リーダーを早く養成し、
⼤⼈の指導者が引き下がることを忘れないようにしましょう。

指導者の姿勢
指導者がどんな姿勢で、指導に当たったらよいか、その基本的事項についてみてみましょう。
第⼀に、会の目的、理想、方針を明確に把握しておくこと。指導者はお互いに連携を密にし、これらのことについ
て共通の理解をしておきましょう。
第二に、会の運営の技術を身につけておくこと。指導者が単に会員より年⻑だとか、⾃分の幼少時代の経験やカン
だけをもとにした指導では十分とはいえません。
第三に、会員の要求を把握すること。それには、常に会員と⾏動をともにし、⼀⼈ひとりの子どもの要求をとらえ、
団体運営に役⽴てることが⼤切です。
第四に、会の動向を正しく観察し、その動きを⾒極めて、どんな指導をなすべきかを考えること。思いつきや、⼀
本調子の指導であってはなりません。

異年齢集団
地域社会などにおいて、主として遊びを媒介として形成されるインフォーマルな集団をいい、かつてのガキ⼤将に率
いられた遊び仲間がその典型です。地域や子どもの⽣活の変質により、こうした集団は消滅の危機に瀕し、今⽇では、
子どもの遊び仲間は、同じ学年・学級ということで形成される同年齢者からなるというのが⼀般的です。経験・興
味・能⼒等を異にする年齢の異なったものからなる集団の形成⼒に注目し、また、そうした集団が子どもの⽣活基盤
である地域に成⽴することを期待して、異年齢集団の重要性が強調されています。

社会教育
社会教育法第２条では、学校教育課程として⾏われる教育活動を除き、主として⻘少年および成⼈に対して⾏われる
組織的な教育活動を社会教育というと定義しています。⼈は⽣涯にわたって学び続けていくことが⼤切であり、⽣涯
学習といわれるのもそこにあります。少年期から⻘年期、成⼈、高齢者とそれぞれを対像にした学習活動や身近な⽣
活課題解決のための学習活動が幅広く⾏われます。⾃ら実際⽣活に即して⽂化的な教養を高めたり、市⺠⾃治意識の
向上を図ったり、近代社会に対応できる知識技術を習得したり、スポーツ等の活動を通じて体位向上につとめたりな
ど数々の活動があげられます。学習方法としては、個⼈学習（放送利⽤、図書館活⽤、通信教育など）、相互学習
（学級講座、グループ・団体活動への参加）、集合活動（つどい・⼤会などによる啓発活動）などがありますが、市
⺠⾃らが主体的に取り組む学習活動そのものが社会教育といえるでしょう。このような社会教育の奨励のための必要
な施設の設置および運営、集会の開催、資料の作成その他の方法によりすべての国⺠があらゆる機会、あらゆる場所
を利⽤して⾃らを高めるための活動を育てていく上での諸条件の整備を図る役割が社会教育⾏政に求められます。62



⽤語集（福井市子ども会育成連合）

上位団体
福井市子ども会育成連合会（市子連）の直接の上位団体として「福井県子ども会育成連合会（県子連）」がある。ま
たその上位団体として「全国子ども会連合会（全子連）」がある。全子連では活動⺟体として⼤きすぎるため、地域
によってブロック制をしいており、福井県は東海北陸ブロックに属する。

県子連
⼀般社団法⼈ 福井県子ども会育成連合会の略。
「子どもたちに輝きを求めて〜子ども会の原点である地域での育成⼒を高めよう〜」
という活動方針のもと、子ども会の理念である「子どものための子どもの手による子ども会活動」を推進、県
下の子ども会活動の振興に寄与すると共に、「太陽のように温かい心を持ち地域で明るく輝き家族の絆を深め
る」未来を担う『ふくいっ子』の育成を目指します。

事務局 福井市下六条１４－１ 福井県⽣活学習館内

ＫＹＴ
危険予知トレーニングの略。子ども会活動に携わる指導者・育成者が、安全普及啓発活動を理解し、子ども会活動が
安全に安心して運営できることを目的にしている。⼤きな事故が起きないように、⽇頃から安全啓発に取り組み、現
場活動に取り入れることを前提とした学習。

減免
福井市のボランティア団体として認知・登録されているため、施設によっては利⽤料が減額、または免除される制度。

レク
レクリエーションの略。

ＪＣ
JCI Junior Chamber International Fukui
公益社団法⼈福井⻘年会議所 福井市⻄⽊田２丁目８－１福井商工会議所ビル３F
「明るい豊かなふくい」の実現を目指し、福井市及びその周辺地域のために活動している２０歳から４０歳までの⻘
年経済⼈で構成される公益社団法⼈。
福井市子連とは相撲⼤会にて協業している。

ＹＥＧ
YEG Young  Entrepreneurs  Group
福井商工会議所 ⻘年部 福井市⻄⽊田2丁目８－１
YEG（若き企業家集団）とは商工会議所⻘年部の英語名の頭⽂字をとったもので同時に商工会議所⻘年部のもつコン
セプト（若さ・情熱・広い視野）を持った経営者＝Youth Energy Generalistをあらわしている。
綱領…商工会議所⻘年部は地域社会の健全な発展を図る商工会議所活動の⼀翼を担い、次代への先駆者としての責任
を⾃覚し、地域の経済発展の⽀えとなり、新しい⽂化的創造をもって、豊かで住みよい郷⼟づくりに貢献する。
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安全共済会
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加入様式

⇒ 全国子ども会連合会サイト

請求様式

⇒ 全国子ども会連合会サイト

安全共済会と賠償責任保険の詳細

⇒ 全国子ども会連合会サイト
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