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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 49 回愛知県子ども会大会開催 

 
１１月１９日（土）に名古屋市公会堂にて第４９回愛

知県子ども会大会が開催されました。 

   
 

         表彰および感謝状受賞者 

★愛知県知事 

優良子ども会（表彰） 東町子ども会（本宿学区） 

育成者功労者（感謝状） 柴田 成夫（元理事） 

 

★愛知県社会福祉協議会会長 

優良子ども会（表彰） 針崎郷子ども会（岡崎学区） 

 柱郷子ども会 （岡崎学区） 

 

★愛知県子ども会連絡協議会会長 

優良子ども会（表彰） 豊西子ども会（豊富学区） 

 夏山子ども会（夏山学区） 

育成功労者（感謝状） 細江 孝志（元理事） 

 鈴木 達樹（元理事） 

 今井 辰夫（元理事） 

 田上  強（フット委員） 

子ども会リーダー感謝状 永井野 隆史 

 佐川 桃子 

 田中 大貴 

 唐沢 祐里奈 

 

みなさん、本当にありがとうございます。今後も 
子ども会活動や地域活動への積極的な関わりをよろ

しくお願いします。 
 

第５６回岡崎市子ども会大会開催 
１２月３日（土）に悪天候ながら岡崎市中央総合公園武道館

にて第５６回岡崎市子ども会大会が開催されました。功績・優

良子ども会の表彰や体験発表、消防音楽隊による演奏・

ウォークラリーの開催、そして皆さんから提出して頂いたＰＲポ

スターの表彰を行いました。 

 
★功績子ども会 
 生田西子ども会 

（美合学区） 
★優良子ども会 
 西町子ども会 

（本宿学区） 
 
★活動報告 
 生田西子ども会 

（美合学区） 

 
一口メモ 

・悪天候のため室内での開催となったウォークラリーです

が、約４００名の参加があり大盛況となりました。 

・会場の中央で、ジュニアリーダーの「みんなと遊ぼう」を

おこない、みんなで体を動かし楽しい時間を過ごしまし

た。 

・急な変更でドタバタの連続でしたが代表幹事のみなさ

まの協力で無事に行うことができました。 

ありがとうございました。 

室内でもウォークラリー？？？ 

 

ニ 

 
発行者：岡子連  発行日：平成２４年１月２０日 発行部数：４５０枚  通巻：００００７ 

2011子ども会ポスター入賞作品
子ども会名 学区 ブロック 子ども会名 学区 ブロック

最優秀賞中之郷子ども会 六ツ美西部 南 佳作 南明大寺子ども会 六名 竜南
優秀賞 生田西子ども会 美合 美河 宮東1区子ども会 三島 竜南

2 舳越町子ども会 矢作北 矢作 上和田子ども会 城南 南
入選 両町子ども会 根石 中央 16 福桶町子ども会 六ツ美中部 南

小呂町子ども会 根石 中央 上地10区子ども会 上地 南
6 魚町子ども会 連尺 中央 大鶇子ども会 本宿 東海額田
馬頭・緑丘3区子ども会 緑丘 美河 鴨田8区子ども会 大樹寺 岩津
萱園子ども会 福岡 南 上大門子ども会 大門 岩津
北斗台子ども会 細川 岩津 東阿知和町子ども会 岩津 岩津
福寿町子ども会 広幡 中央 宇頭第4子ども会 矢作西 矢作
新井田子ども会 広幡 中央 西本郷第2子ども会 矢作西 矢作
小美町子ども会 男川 美河 橋目子ども会 北野 矢作

16 岡二区子ども会 美合 美河

佳作



岡子連通信 
ウォークラリー成績 
順位 チーム名 学区 ブロック 

1 位 上地 5 区子ども会 上地 南 

2 位 171 パワーズ 六ツ美北部 南 

3 位 土井町子ども会 六ツ美北部 南 

4 位 筒針東レ子ども会 矢作南 矢作 

5 位 柿田 広幡 中央 

 
♪消防音楽隊の演奏も 
・  
 
 
 
 
 

消防音楽隊の演奏時には、ロビー等にいた参加者も

会場内に入り演奏を聴いていました。当初予定していまし

た消防車両の展示は悪天候で中止となりましたが、足元

の悪いなか素敵な演奏をありがとうございました。 

みなさん！乾燥した日が続きますが、火のもとには十分

に注意をし身近で火災を起こさない様に努めましょう！ 

 
第３０回西三河地域子ども会球技大会開催 
9月 3 日に開催を予定していました西三河地域子ども

会球技大会ですが台風の通過に伴い一旦中止致しまし

たが再開を望む声に後押しされ、12月 11 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。会場は三好

総合体育館にて例年に無く白熱とした試合が展開されま

した。 

 
岡崎市からは男女それぞれ２チームが参加して熱

戦を繰り広げました。男子の決勝戦に限っては３回戦

で行われ、１勝１敗１分けで両チームとも全くの互

角の展開で５分間の延長戦の末に小豆坂ボーイズが

優勝を勝ち取ったまさに接戦でした。 
 
 
 
 
 
 
 

インリーダー・ジュニアリーダーレクレーション 
２０１２年１月８日（日）に県青年の家第２研修室にてイン

リーダー・ジュニアリーダーレクレーションを行いました。 

２９名の参加者が７つの班に分かれジュニアリーダーの

みんなと「宝探し」や「Ｋizuna パズル」といった工夫に満ち

たレクレーションを行い大盛況。ジュニアリーダーになって

活躍してくれる子待ってるよ！！！ 

 
 

ブロック研修会開催 
２月から各ブロックにて研修会が開催されます。２３年度のブ

ロックの行事としては最後になるかと思います。多くの育成者

の皆さんの参加を宜しくお願いします。 

  

岡子連ブロック育成者研修会開催日程
開催日時 場所
2/12（日） 愛宕小学校体育館

中央ブロック 2/19（日） 甲山会館
矢作ブロック 2/19（日） やはぎ館

2/19（日） あいち三河農協
竜南ブロック ３/３（土） 中央市民センター
岩津ブロック ３/４（日） 岩津市民センター

３/４（日） 大平市民センター
３/４（日） ぬかた会館

常葵ブロック

美河ブロック

ブロック名

南ブロック

東海額田ブロック      
 

トピックス 
常磐・葵ブロックの愛宕小学校で２０１１年１１月に文化

祭が開催されて、レクレーションを兼ねて「エコ玉合戦」を

行いました。資源を有効的に活用し正に“エコ”で楽しく運

動する遊びです。 

「雪合戦」とは違い雪玉ではなく牛乳パックで作成された

玉を使い当たっても痛くなく子ども達にも安全です。小学

校で行うレクレーションには良いのではないでしょうか？ 

こんなルールです・・・ （問い合わせ  木村理事まで） 

1. １チーム５名，試合時間は５分 

2. エコ玉は４０個ずつ、１人で持てるのは２個まで！ 

3. 試合結果は相手コートの旗を取るか、エコ玉で相手

を全て当てるかのどちらかです。 

 

 
研修広報担当の常磐・葵ブロック担当理事の木村です。

23年度の NEWS LEETERは最後となります。24年度はもっと

うまくまとめて色んなブロックや単子の情報をお届けできるよう

頑張ります。２４年度もご協力を宜しくお願いします。 
 

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） 

 新理事から一言 
 岩津ブロックの佐賀です。新しい出会いを大切に、素

敵な思いでになるように！皆様から学んだ事を活かし子

ども達と楽しみたいです。宜しくお願いします。 

西三河地域子ども会球技大会結果
男子 女子
順位 市 チーム名 順位 市 チーム名
優勝 岡崎市 小豆坂ボーイズ 優勝 幸田町 岩堀子ども会
2位 高浜市 大和魂 2位 西尾市 松木嶋
3位 みよし市 バリバリビバリーズ 3位 岡崎市 小豆坂ガールズ

mailto:info@okakoren.net

