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ニ

ュースレターをお届けします。岡子連行事や各子ども会行事、お知らせなどをコンパクトにまとめてお送りします。
みなさまからの記事もお待ちしております。

第３６回岡崎市子ども会育成者大会開催
６月１８日（土）に岡崎市せきれいホールにて第３６回岡崎市子ども会育
成者大会を開催いたしました。長年、子ども会活動に協力して下さった方へ
の感謝状の贈呈、単位子ども会の活動発表やジュニアリーダーによる活動紹
介、そして廣中和尚による講演も行われました。

感謝状被贈 呈者と 体験発表 者は次 のとおり
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様（北野学 区）
様（六ツ美 西部学 区）
様（夏山学 区）
様（六ツ美 北部学 区）
様（六ツ美 南部学 区）
様（豊富学 区）
様（豊富学 区）
様（豊富学 区）
様（豊富学 区）
様（矢作西 学区）
様（フット ベース ボール委 員）
様（フット ベース ボール委 員）

各学区球技大会開催
６月２６日 から７ 月３０日 までの 期間で各 学区に てブロッ ク大 会
出場を目指 した熱 戦が展開 されま した。

各ブロック球技大会開催
夏休みに 入り７ 月２４日 ～８月 ７日の期 間に各 ブロック 球技 大会
が開催され 岡崎市 球技大会 に出場 するチー ムが決 まりまし た。
各ブロック代表チーム
順位
ソフトボール
フットベースボール
中央
板屋・中岡崎
ＩＮＡＧＯ
竜南
竜美南Ａ
南明スペシャルファイターズ
常磐・葵 真伝ＭＡＸ
真伝ＭＡＸ
東海・額田 豊富ホワイトスターズ
形埜ブルーエンジェルズ
矢作
中園ライオンズ
橋目中町
美河
秦梨
洞町
岩津
Ｋ２
大樹寺１区
南
ザ・ノバターズ
ＭＩＹＡＪＩ

第５５回岡崎市子ども会球技大会開催
８月２０日 （土） 中央総合 公園運 動広場に て第５ ５回岡崎 市子 ど
も会球技大 会を開 催いたし ました 。雨が降 ったり 止んだり の天 候の
中、各ブロ ックを 勝ち抜い た強豪 チームが 激突し ました。

様（夏山学 区）
様（大門学 区）

受賞者の皆 様、お めでと うご
ざいました 。今後 も育成者 とし
て子ども会 、そし て地域へ の積
極的な関わ りを宜 しくお願 いし
ます。
毎日たいへ んご多 忙な日々 の
やんちゃ和 尚こと 廣中和尚 ！！
「Ａgain（であい ふ たたび ）
と題し熱心 に参加 者に問い かけ
ながら講演 を行っ て頂きま した。
中には聞き 入って 感動され ている 参加者の 方もお 見えにな りま し
た。廣中和 尚、あ りがとう ござい ました。

中日カップドッジボール大会
６月２５日 （土） 中央総 合公園 武道館で 開催を 予定して いま し
た中日カッ プドッ ジボール 大会が 、都合上 中止と なりまし た。
参加を希望 されて いたチー ムの皆 さん申し 訳あり ませんで した 。

天気予報は 雨・・ ・本当 に開催が 出
来るのか不 安の中 、開会 式を一部 変更
し試合も予 定通り すべて 行う事が 出来
ました。
雨が降って いても 選手の 集中力は 途
切れません 頭が下 がる思 いです。 一球
一打を集中 しチー ムとし て勝利に 向か
い全力でプ レーし ていまし た。
入賞したチ ームの 選手の皆 さん！ お
めでとうご ざいま す。
悪天候の中 、大会 に関係 した全て の
皆さんに感 謝です 。

第５５回岡崎市子ども会球技大会 結果
順位
ソフトボール
優勝 秦梨
準優勝 豊富ホワイトスターズ
３位
真伝ＭＡＸ
３位
中園ライオンズ

フットベースボール
（美河） 形埜ブルーエンジェルズ
（東額） 橋目中町
（常葵） ＭＩＹＡＪＩ
（中央） 真伝ＭＡＸ

（東額）
（矢作）
（南）
（常葵）
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第２２回岡崎市インリーダー研修会開催
８月２７日 ～２８ 日の 2 日 間、岡 崎市少年 自然の 家にて岡 崎市 イ
ンリーダー 研修会 が開催さ れ、市 内の小学 ５・６ 年生７３ 名が 参加
しました。
今年のテー マは『 家族！』 ジュニ アリーダ ーのも と、１０ 班に 分
かれそれが 「家族 」として ２日間 、野外、 屋内で 力を合わ せて 活動
しました。
■１日目
初対 面の ドキ ドキ が ほぐ れ、 家族 （班 ） ごと に記 念の タオ ル
作りです。 このタ オルはキ ャンプ ファイヤ ーにも 使いまし た。
キャ ンプ ファ イヤ ー では 大盛 り上 がり で す。 夏の 夜に 楽し い
歌声が響い てまし た。
■２日目
夜更かしを したの か、眠そ うな参加 者もち らほら。 今日は野
外炊 事で す。 家族 （班 ） みん なで 力を 合わ せて お 昼ご 飯を 作り
ます。とて もおい しいマー ボ丼が 出来まし た。
午 後か らは 全員 でカ ル タ取 り。 閉会 式で は涙 な がら 住所 の交
換をする子 どもた ちの姿も 目立ち ました。
例 年に なく 盛り 上が っ た研 修会 。家 族の 絆が と ても 深ま った
様子でした 。
来年の参加 やジュ ニアリー ダーへ の入会・ ・・待 ってるよ ！

３０回西三河地域子ども会球技大会
９月３日（ 土）豊 田市のス カイホ ール豊田 で開催 予定でし た西 三
河地域子ど も会球 技大会が 、台風 １２号接 近に伴 い参加者 の安 全を
第一に考え 中止と なりまし た。
（西三子連 で日程 調整でき れば開 催できる かも？ ）

第３回フットベースボール西三河大会開催
９月４日（ 日）に 予定して いまし たフット ベース ボール西 三河 大
会を台風の 通過に 伴い中止 致しま したが再 開を望 む声に後 押し され、
１８日(日) に関係 者の熱意 で改め て開催す ること ができま した 。会
場の確保等 に苦労 しました が六ツ 美西部学 区の方 々の協力 も有 り六
ツ美西部小 学校に 会場を移 し、岡 崎市・安 城市の 上位各４ チー ムが
熱戦を展開 しまし た。この 日は大 方の予想 を裏切 り晴天の 中、 試合
が行われま した。 まさに力 は互角 です。少 しの油 断やミス によ り試
合が大きく 動きま す。手に 汗握る 接戦が決 勝戦ま で続き、 大会 は大
いに盛り上 がりま した。今 回の急 な対応に 協力し て下さい まし た六
ツ美西部学 区の関 係者の皆 さん、
また安城市 子連の 皆様、そ して
出場チーム の皆さ ん！本当 にあ
りがとうご ざいま した。

第3回フッ ト ベース ボール西三河大会
チーム 名
順 位
優 勝 形埜ブルーエンジェルズ （
準優勝 TEAM Ｄａ ｓ ｈ
（
3 位 東
端
（
3 位 古井四ツ葉
（

結果
岡崎市）
安城市）
安城市）
安城市）

岡崎市のチームが連覇を成し遂げました。来年度も期待しています！

（入賞チ ームの 皆さん）
平成２４年 は安城 市が主催 です。 来年度も 岡崎市 のチーム が良 い
成績を残せ るよう に期待し てるよ ！

新理事より一言
矢作ブロックの飯島です。理事という大役にドキドキ
でしたが、皆さんとの出会いに感謝し、役に恥じない
様に精一杯がんばります。
新理事より一言
竜南ブロックの小野です。5 年ぶりの子ども会活動で
戸惑っていますが、子どもたちに元 気をもらって頑
張ります。

ご意見ご要望、取材希望などはこちらまで。
岡崎市役所子ども部子ども育成課こども育成班
TEL 23-6221 FAX 23-6643
E-mail : info@okakoren.net（岡子連）

