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 ふれあい第１０３

号
育ったところ

　必ずしも家庭ではない
心が育てられたところが

　家庭である

学んだところ
　必ずしも母校ではない

よき師よき友に
めぐりあえたところが

　学校である

生まれたところ

　「ありがとう」　……………感謝の気持ち」が育ちます。
　「どうぞ」　　　　　…………思いやりの心」が生まれます。
　「おはよう」「こんにちは」…相手との心の距離が近づきます。

　
Ｈ２９年度祭礼巡視について（青少年相談員）

「春のあんしんネット・新学期一斉行動」
　おしゃべりも、ゲームも、読書も、調べものも、スマホやネットでできてしまい
ます。しかし、時間があれば常にスマホやネットを使っていませんか？本当にそれ
で大丈夫でしょうか？（小・中学生用）

 

８/４～８/６　潮来祇園祭礼巡視
　青少年をとりまく環境は年々複雑かつ多様化し、青少年の健全な成長を阻害する
幾多の要因を生み出してきています。その結果、非行の増加・低年齢化をはじめと
して情緒の安定を欠いたり、対人関係がうまくとれないなど、変化する環境に適応
できない子どもたちが目立って増えてきています。夏休み中は、生活のリズムを崩
し、心身のバランスも乱れ、本来打ち込むべき学業にも影響を来します。巡視活動
は、地道な取組みではありますが、最も重要な活動だと私達は考えます。市内青少
年育成団体とＰＴＡが祭礼巡視活動を行ないました。

７/２ 社会を明るくする運動に参加
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　必ずしも故郷ではない
心をとどめたところが

故郷である

いじめを許さず
　尊い命を守るために

大切な
　青少年のみなさんへ

　文部科学省
　厚生労働省
　茨城県教育委員会
  茨城県学校長協会
  茨城県女性青少年課
　茨城いのちの電話
　茨城県
　子ども会育成連合会

  茨城県生涯学習センター

　潮来市図書館
　（社）潮来青年会議所
　潮来ライオンズクラブ
 　いきいき
　ＩＴＡＫＯスポーツクラ
ブ
　潮来市商工会

ショッピングセンターアイモアで「社会を明るくする運動」に参加。すべての国民

が，犯罪や、非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め，それぞれ

の立場において力を、合わせ罪を犯した人たちの、犯罪や非行の発生を防ぐため、

潮来市・行方市内の関係団体と協力して地域づくりに努めました，これは、犯罪の

ない地域社会を築こうとする全国的な運動で、昭和26年に始まり、今年で67回目を

迎えます。立ち直りを支える家庭や地域をつくる。そのためには、一部の人たちだ

けでなく、地域のすべての人たちがそれぞれの立場で関わっていく必要がありま

す。「社会を明るくする運動」では、犯罪や非行のない地域をつくるために、一人

一人が考え、参加するきっかけをつくることを目指しています。今後も地域社会溶

け込んだ奉仕活動を展開していきたいと考えます「犯罪や非行のない安全で安心な

暮らしをかなえるために、今、何が求められているのか、そして、我々には何がで

きるのかを、みなさんで考えてみませんか」※アトラクションでは日の出中学校の
吹奏楽部の素敵な演奏が活動に花を添えていました。

６/２５　Ｈ２９年度薬物乱用防止ヤング街頭キャンペーン
　薬物乱用防止を訴える「６．２６ヤング街頭キャンペーン」が「道の駅いたこ」
で行われました。茨城県潮来保健所の指導のもと、潮来第二中学校・潮来高校生徒
会・市内青少年育成団体・潮来ライオンズクラブが中心となり、啓発グッツを配布
しながら、「麻薬・覚せい剤　ダメ。ゼッタイ」と薬物の乱用防止を呼びかけまし
た。「ダメ。ゼッタイ。」運動とは、全世界に広がりを見せている薬物乱用問題に
取り組むため、「新国連薬物乱用根絶宣言」（2009～2019年）の支援事業の一環と
して、国民一人一人の薬物乱用問題に対する認識を高め、併せて国連決議による
「６・２６国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図り、内外における薬物乱用防止に資
するために行うことを目的としています。

５/２４　H２９年度　青少年育成潮来市民会議総会
　青少年育成潮来市民会議は地域の皆さんとともに子どもたちのよりよい育ちを考
え、子どもたちの安心安全な生活環境を見守る取り組みや、明るい家庭づくりを推
進する取り組み、さらには地域で子どもたちの育成や子育て支援に取り組む団体へ
の支援、現在の子育て支援ニーズに対応した子育て支援情報の広報活動など多岐に
わたる活動を展開しています。今後も、潮来市の青少年が未来に明るい希望をも
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ち、成長できるよう、市民会議は、「社会全体で子どもたちを支えあうまち、潮
来」をめざして、さらなる活動の拡充を目指し、潮来市の青少年育成事業を推進し
て参りたいと思います。そのためには、皆様お一人お一人のお力添えを必要として
おります。当会議の趣旨にご理解・ご賛同いただきまして、より多くの皆様にご支
援ご協力願い申し上げます。

５/２１　Ｈ２９年度青少年相談員市内中学校区別連絡会
　市内の青少年相談員の資質の向上と地域における青少年相談員活動の進展を図
り、青少年の健全育成と非行防止に資することを目的に、小中高の先生方と地域青
少年相談員のみなさんが街頭などにおける声かけ・相談活動、普及啓発活動、社会
環境浄化活動、青少年の安全確保、関係機関団体との連携等の研修会と情報交換を
実施しました。パソコンや携帯電話・スマートフォンなどを使って、誰でも手軽に
インターネットに接続できるようになった今日、思わぬトラブルや犯罪にまきこま
れる危険性がますます高くなってきています。H２８年度の中学校学区別連絡会で
はインターネットを安全快適に活用するにはどうしたらいいか、被害にあったとき
にはどうしたらいいかといった情報セキュリティの基礎知識や「青少年の現状と相
談員のかかわりかた」を学習しました、今後の活動に役立てたいと考えます。 

４/２０　平成２９年度　潮来市青少年相談員連絡協議会全体会
　潮来市内の青少年相談員の資質の向上と地域における青少年相談員活動の進展を
図り、青少年の健全育成と非行防止に資することを目的に、平成２７年度の全体会
が開催され新しく相談員になられたかたに委嘱状の交付及び永年功労者に感謝状が
贈られました。  

２/１５　「家庭の日」　絵画・ポスター展
　家庭は、青少年にとって最も大切な生活の基盤であり健全育成の出発点です。家
族みんなが話し合い、家族みんなで楽しみ合い、家族みんなで力を出し合うなか
で、家族相互の精神的結合を深め、健康で明るい家庭を築きましょう。「家庭の
日」には、家の仕事や食卓をかこみながら地域の行事や、ボランティア活動に汗を
流しながら海や山ヘ出かけ、自然とふれあいながら家族の対話を深めましょう。

２/２　Ｈ２８年度　青少年健全育成茨城県推進大会
　　　　　　　（青少年健全育成県民運動発足５０周年記念））

 

 

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/koho/ibakira/index.html
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/katei/
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/koho/ibakira/index.html
https://www.gakusyu.pref.ibaraki.jp/web/taiken/100sen/top.html
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/koho/jiman/index.html
http://www.ibarakikokutai2019.jp/
http://saposute.jp/
http://www.neet-support.net/
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/fukyu_portal/index.html
http://www.mirai-kougaku.jp/
http://www.gender.go.jp/c-challenge/index.html
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/chiikijiman/index.html
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a01_safety/child/110house_kids.html


潮来市青少年健全育成

http://www.sopia.or.jp/itako-lc/seisyounenikusei.html[2017/09/10 19:39:08]

　次代を担う青少年が、夢と希望を持って 心豊かにたくましく成長し、社会の一員として自

立に向かって歩んでんでいくことは、県民すべての願いです。しかしながら、近年、子ども

たちの不登校や引きこもりが増加傾向にあるほか、家庭や地域の教育力の低下、大人の

規範意識の低下、情報化社会の進展による人間関係の希薄化など、青少年を取り巻く環

境は大きく変化しており、それに伴い様々な問題が生じてきています。このため、青少年を

支える大人、とりわけ親が自らの生き方を省み、姿勢を正して、社会の基本的なルールや

マナーを身をもって実践し、よき手本を青少年に示していくことが必要です。そこで、青少

年育成関係者と子育て中の親等が一堂に会し、青少年健全育成に向けての思いを新
たにするとともに、家庭における親のあり方や地域社会における大人のあり方につ
いて考え、家庭、学校、地域社会が相互に連携しながら青少年健全育成活動のさら
なる発展を図るため推進大会が開催されました。

１/２９　平成２８年度　茨城県青少年相談員連絡協議会第４B研修会
　　第４ブロック（鉾田市・行方市・鹿嶋市・神栖市・潮来市）の青少年相談員
が、相談員相互の連携強化と相談員の資質向上を図ることにより、青少年の健全育
成に資することを目的とし、鹿行地域青少年相談員連絡協議会が、青少年相談員活
動の活発な展開を図り、青少年を取り巻く現状や相談活動に関する知識を深めるた
め「平成２８年度茨城県青少年相談員連絡会第４B研修会」を鹿嶋市「まちづくり
市民センター」で開催、活動状況についての疑問・問題点などを５つの分散会に分
かれて情報交換をしました。青少年期は、将来、社会において重要な役割を果たす
ための準備期であり、人間形成にとって大切な時期ですが、急激な社会・生活構造
の変化により、青少年を取り巻く環境は複雑化しています。少年非行や少年犯罪は
増加し、低年齢傾向化にあり、粗暴化も指摘されるなど、たいへん深刻な状況に
なっています。さらに、メディア上では有害情報などが氾濫し、青少年に対する悪
影響が懸念されます。このような世の中の状況を鑑み、青少年相談員は青少年健全
育成の担い手とし、また青少年の先達としてその任務の重要性を充分に認識し、青
少年とのふれあいの中で愛情と熱意をもって、今後も地域社会と情報の共有をはか
り地域ネットワークを構築し青少年の健全育成活動を推進していきたいと考えま
す。

１/２５　薬物乱用防止教室（青少年健全育成活動）
　潮来市立日の出小学校で薬物乱用防止教室を開きました。６学年６３名、保護者
教職員３名、クラブからは７名が参加しての開催となりました。近年、青少年、特
に中学生及び高校生の覚醒剤事犯検挙者には減少傾向が認められるものの、大麻や
ＭＤＭＡ等合成麻薬については青少年を中心に乱用の状況がうかがえると指摘され
ています。こうした状況を踏まえると、総合的な対策を推進し、薬物乱用の根絶に
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向けた継続的な取組を図る必要があります。そして、小中学生及び高校生を中心に
薬物乱用の有害性・危険性の啓発を継続し、特に地域の実情や児童生徒等の発達段
階を踏まえ、大麻やＭＤＭＡ等合成麻薬の有害性・危険性に関する指導の充実を図
るなど「青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶する規範意識の向上」を
目標の一つに掲げ、学校における薬物乱用防止教育を一層推進することをクラブで
は求めております。その目標達成に向けて取組の一つとして潮来市内すべての小中
学校・高等学校において、少なくとも年１回の薬物乱用防止教室を開催するよう要
請していきたいと考えます。「忍び寄る誘惑に、断る勇気」　We Serve

 Ｈ２６年度～Ｈ２７年度活動記録につづきます
 毎年11月１日は「いばらき教育の日」、11月は「いばらき教育月間」です。

子どもたちの規範意識・社会性の不足、家庭の教育力の低下など、さまざまな教育の問題が指摘される中、
学校と家庭、地域社会が連携して社会全体で教育の重要性を再認識する契機とするため、茨城県では毎
年11月1日を「いばらき教育の日」、11月を「いばらき教育月間」としています。

 毎月、第３日曜日は、「家庭の日」です。家庭は、ふれあいと安らぎの場であるととも
に、青少年の人格が形成される基盤です。また、人との関係のあり方や社会のルールを学ぶ場でもありま
す。これらのことを家庭や地域が再認識し、「心豊かで明るい家庭」づくりを進めることが望まれていま
す。「家庭の日」をきっかけにして、家庭の大切さや家族のあり方について見つめ直してみましょう。お父
さん、お母さん子どもたちとふれあう時間を持っていますか？本当は毎日が家庭の日です。忙しい毎日の中
では、家族のふれあいが薄れがちですが、「家庭の日」には、家族みんなで話し合いやスポーツをしたり、
そろって食事をするなど、楽しい団らんのひとときを過ごしてみませんか

 なんらかの事情で高等学校をやめてしまったみなさんへ
もう一度、高校教育をうけてみませんか学校は知識や生きる力を学ばせてくれるところです。もう一度勉強
したい，過去の勉強をやり直したいという気持ちはとても大切だと思います。県立がだめでも，私立で受け
入れている高校もありますので，今の前向きな気持ちを大切に，少し勇気をだし夢を追ってみませんか。

　「お父さん、お母さん！子どもの心が見えますか」
ことば・動作などからのSOSサインにいち早くきづき、対応できるように
しましょう
子どもの長所を見いだし、上手にほめましょう
機会をとらえ、親子の語らいの時間をもちましょう
親が本気で子どもを信頼すれば、子どもは親を尊敬します
親はいつでも、子どもの未来に明かりを灯す一言を
その一言で自信をもつ／やる気をもつ
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　笑顔あふれるクラスをつくりたい、ライオンズクエストはそんな
先生の願いを叶えます。「ライフスキル教育プログラム」　ライオ

ンズクエストは、エビデンス（学術的に検証され、認められた効
果）に基づくプログラムです。青少年が、思いやりと能力を備えた
社会の一員となるために必要な、意味ある経験をする機会とあたた
かい人間関係を提供し、青少年とその家族を取り巻く世界の変化に
対応することをねらいとしています。自律心、責任感、よい意思決
定、他者の尊重、そして社会貢献する心を養うスキルや行動を教え
ることにより、青少年が21世紀における家庭生活、市民生活、そし

て働くことへの責任を負う準備を手助けします。

当サイトについて 
 　「茨城県青少年の健全育成等に関する条例のしおり」
青少年を育てるのは、家庭であり学校であり地域社会です、市民のみなさんからの情報やアイディアご意見をお待ちしております。潮来市教育委員会　中央
公民館　（生涯学習グループ） 　〒311-2423　潮来市日の出3-11 　　TEL 0299-66-0660(代)

 

 このサイトは、ライオンズクラブ国際協会の青少年支援プログラムより、潮来ライオンズクラブ・潮来市教育委員会（中央公民館 生涯学習グループ）・潮
来高校ＰＴＡで運営しています。情報があふれている社会環境の中、青少年が夢と希望と目標を持ち明るい未来に向かって歩み続けてくれる事を願って活動
しています。 　※　ライオンズクラブとは、「社会奉仕を目的とする、世界最大の国際的な奉仕団体」です。
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最後まで御覧いただきありがとうございました　↑
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