
第７回元気スイッチ on!!
あつまれ！あいちのじどうかん

実行委員会Letter　No.1

愛知県児童総合センター

大会テーマについて

「社会的課題について考える～児童館として」

テーマは大会がどこへ向かっていくのか、

何を考えていくのかを方向付け、内容を決

定していく際の指針となるものです。今回

はあらかじめ事務局で検討し決定しました。

４グループに分かれ、どのような社会的課

題があり、児童館としてどう考えていくか

について話し合いました。それぞれのグルー

プで挙がった内容をカテゴライズしたもの

を全体でシェアしました。

Keyword
存在意義　児童館って何？　コミュニケー

ション力低下（親も子も）ケータイ・ゲーム

問題　親の実情　虐待　様々な利用者　遊ぶ

だけじゃない！人手不足　職員問題　知られ

ていない（知名度）　貧困　心の貧困　サー

ドプレイス　社会への貢献　クラブとの共存

遊び場として体力向上（職員も）　愛情不足

果たす役割（評価しない 失敗できる）　

情報交換・共有　縦の交流異年齢　・・・

　　　ここで挙げられたものがこれから決

めていく講演会や分科会で扱う内容となっ

ていきます。

し り と り 実行委員紹介

北名古屋市児童センターきらり
山田 裕介
こんにちは この夏こそ
体重を減量させます

「こ」

「ち」

事務局
宮崎　恵梨
今日は機嫌がいいです

事務局
阪野　大介
リトマス試験紙はどちらが
アルカリ性かわかりません

「り」

事務局
岩野　早苗
けっこう緊張しています

事務局
髙阪　麻子
えらいことになりました
今回は男子が多いです

事務局
平田　恵子
今回もがんばります

北名古屋市熊之庄児童館
木村　勇作
けっこう僕も緊張しています

一宮市社会福祉事業団
鈴木　翔太
クイズ番組は見ませんが
バラエティ番組は好き

日進市北部福祉会館
佐藤　千恵子
体力には自信があります

常滑市常滑児童センター
今井　秀佳
この４月から児童館、
それまでは保育園でした

美浜町河和児童館
伊藤　けい子
感動の元気スイッチに
なることを願っています

名古屋市とだがわこどもランド
永田　早美
ここまで来るのに道に迷って
ヘトヘトです

碧南市東部児童センター
大津　美佐子
みなさんのお力をかりて
頑張ります

弥富市栄南児童館
三輪　美幸
こまかい作業や地味な
仕事が得意です

愛西市佐屋児童館
大河内　優子
今日ははるばる愛西市から
来ました

清須市新川児童センター
芦田　彩規
ココアよりカフェオレが
好きです

東郷町西部児童館
田中　龍也
今日実はおなかが痛いです

春日井市子育て子育ち総合支援館
長縄　佳洋
野球よりもバレーボールが
好きです

東郷町兵庫児童館
祖父江　司
老若男女問わず携われる
のがスイッチの魅力

小牧市児童センター
瓜生　俊基
最近人間ドックにひっか
かって禁酒中

北名古屋市鍛治ヶ一色児童館
伊藤　豊大
（第１回欠席）

「え」 「け」 「こ」
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「き」からスタート！前の人の名前の最後のひと文字から自己紹介を始めます

全 9 回、約半年間の濃密な活動となる元気スイッチ on!! 実行委員会。

様々な市町から集ったキャリアも背景も異なる実行委員のみなさんは、

互いに刺激を受けつつ、この機会を楽しんでいるようです。「社会的課

題を考える」というハードな側面も持つテーマについて、各々の関心

事と照らし合わせながら、児童館としてできることを参加者のみなさ

んと考えていけるような大会を企画しています。回を重ねてより具体

的な形になるよう、限られた時間を有効に使っていきたいと思います。

振り返って 次回実行委員会は

第３回　7 月 13 日（木）

第４回　8 月 17 日（木）
※分科会部会以外

実行委員会 Letter No.2 は

９月上旬発行予定！

第１回　Ｈ29年 5月 25 日（木）14：00 ～ 17：00

第 2回　Ｈ29年 6月 29 日（木）14：00 ～ 17：00

出席者

大津美佐子、佐藤千恵子、永田早美、祖父江司
長縄佳洋、今井秀佳、山田裕介、瓜生俊基
伊藤けい子、芦田彩規、大河内優子、田中龍也
三輪美幸、鈴木翔太、伊藤豊大、木村勇作
( 事務局 ) 石原邦彦実行委員長、阪野大介、
髙阪麻子、宮崎恵梨、岩野早苗、平田恵子

「元気スイッチ on!! あつまれあいちのじどうかん」は、

愛知県の児童館が一堂に会する児童厚生員の児童

厚生員による児童厚生員のための研究・交流大会

です。

今年も第７回目の開催をめざして 16 名の委員が

集い実行委員会をスタートしています。

２年ぶりに会場がモリコロパークに戻り、11 月

3 日 ( 金・祝 ) の当日に向けて準備をすすめるべく、

チーム一丸となって盛り上げていきたいと思います。

11月 3日 (金・祝）
2017年

愛・地球博記念公園
(モリコロパーク）にて

開催決定 !!

実行委員会実施日程



講演会・開閉会式　部会

大津美佐子 ( 碧南 )、佐藤千恵子 ( 日進 )、

永田早美 ( 名古屋 )、祖父江司 ( 東郷 )

事務局：髙阪

・全体会と同時に、開閉会式、情報交換会を担当

・これまでの講演会の情報共有し、テーマである「社会的課題」からどの

　ような全体会に持っていくかを検討

・講演、トークセッション、パネルディスカッションなど全体会でおこな

　える講演の形を考えたのち、講師を検討。

⇒15 名の候補から決定及び依頼

高松絵里子さん ( 北海道中標津町職員　健全育成士 )

テーマ：虐待・地域と児童館の関わり方

・フライヤーテキストのタイトル・講師プロフィール・内容などは講師か

　らの提案待ち

・オープニング・エンディングアクト、情報交換会、交流会を次回検討予定

あそびば　部会

三輪美幸 ( 弥富 )、鈴木翔太 ( 一宮 )、

伊藤豊大 ( 北名古屋 )、木村勇作 ( 北名古屋 )

事務局：平田

・会場

　地球市民交流センター屋根つき広場を計測。広場沿いの柱と柱の間に 2

　店ずつ出店

　できる予定。パフォーマンスは屋内広場の上部トップライトの下の明る

　い場所で行う予定。

・あそびの出店以外の内容

　集団遊び…以前の大会で行ったことがあるような、参加者全員で行える

　ものを検討。

　文字探し…一日を通して行えるものを検討。

・市町村担当について

　出店確定市町：東海市、阿久比町、田原市、飛島村、岩倉市、

　豊明市、幸田町、蒲郡市、豊山町、新城市・設楽町

　参加市町村数 ÷４名で担当する。

　県児連担当市町以外の出店募集は 7 月 28 日（金）締め切り。

・物品購入について

　各出店者が購入し、各出店者が立て替える。詳細は 7 月 7 日の県児連

　の会議で決定。

・タイムスケジュール

　10 時 30 分～ 15 時 00 分の予定。15 時 00 分からはあそびば出店者

　のための交流の時間にする。

・アピールカードについて

　アピールカードが定着してきていることから、例年通りの直径１１㎝の

　カードに、市町村名・児童館名・アピールコメントを載せてもらう。

　発送は 9 月 13 日の予定。

分科会　部会
長縄佳洋 ( 春日井 )、今井秀佳 ( 常滑 )、山田裕介 ( 北名古屋 )、瓜生俊基 ( 小牧 )

伊藤けい子 ( 美浜 )、芦田彩規 ( 清須 )、大河内優子 ( 愛西 )、田中龍也 ( 東郷 )

事務局：岩野、宮崎

【第１分科会】

乳幼児期にとっての児童館の役割

担当：長縄、今井

【第２分科会】

子どもとメディア

担当：山田、瓜生

【第３分科会】

様々な問題を抱える親の背景

担当：伊藤、芦田

【第４分科会】

コミュニケーション能力の低下

担当：大河内、田中

※6 月 13 日 ( 火 ) に分科会部会のみ臨時開催（第 4 回実行委員会 (8/17) 分を繰上げ）

タイトル：検討中 タイトル：スマホ・携帯ゲーム機はアリ？ナシ？

タイトル：検討中 タイトル：子ども独特の世界って？～伝えることの難しさ～

スマホ・携帯ゲーム機の悪影響を考えたり、児童館で

子どもたちにできることを考えられる分科会にしてい

きたい。講師・アドバイザーは立てず、グループワー

クで進めていく。

乳幼児期の母子間の関わりではなく、小中学生を対象

として分科会を進めたい。

様々な親に対する理解を深め、どんな言葉がけや対応

をすればよいのか、児童館職員として親とより良い関

係を築ける対応や支援の仕方を学ぶ会にしたい。

アドバイザー：常滑市 子育て支援センター長　山田尚美さん

講師：講師：杉浦浩代さん（臨床心理士） 講師：後藤かをりさん（臨床心理士・元愛知県児童総合センター長）

子ども同士の気になる関わり方について現状をグルー

プワークで挙げながら、どのように対応しているかを

話し合い、今後、どのように関わっていくことで、コミュ

ニケーション能力の低下を解消することができるのか

を検討したい。

乳幼児期は子どもだけで来館することはできないため、

子どもにとっての魅力的な児童館であるとともに、親

にとっても魅力的な児童館である必要がある。

特に乳幼児期の親子が楽しく安心して来館できる児童

館とは？また、児童館として乳幼児期の親子に何がで

きるかを考えていく。

テーマ テーマ

テーマ テーマ
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永田　早美
ここまで来るのに道に迷って
ヘトヘトです

碧南市東部児童センター
大津　美佐子
みなさんのお力をかりて
頑張ります

弥富市栄南児童館
三輪　美幸
こまかい作業や地味な
仕事が得意です

愛西市佐屋児童館
大河内　優子
今日ははるばる愛西市から
来ました

清須市新川児童センター
芦田　彩規
ココアよりカフェオレが
好きです

東郷町西部児童館
田中　龍也
今日実はおなかが痛いです

春日井市子育て子育ち総合支援館
長縄　佳洋
野球よりもバレーボールが
好きです

東郷町兵庫児童館
祖父江　司
老若男女問わず携われる
のがスイッチの魅力

小牧市児童センター
瓜生　俊基
最近人間ドックにひっか
かって禁酒中

北名古屋市鍛治ヶ一色児童館
伊藤　豊大
（第１回欠席）

「え」 「け」 「こ」

「き」 「こ」 「え」 「み」

「き」 「こ」 「ろ」 「り」 「や」

「こ」 「こ」 「き」 「き」 「お」

「き」からスタート！前の人の名前の最後のひと文字から自己紹介を始めます

全 9 回、約半年間の濃密な活動となる元気スイッチ on!! 実行委員会。

様々な市町から集ったキャリアも背景も異なる実行委員のみなさんは、

互いに刺激を受けつつ、この機会を楽しんでいるようです。「社会的課

題を考える」というハードな側面も持つテーマについて、各々の関心

事と照らし合わせながら、児童館としてできることを参加者のみなさ

んと考えていけるような大会を企画しています。回を重ねてより具体

的な形になるよう、限られた時間を有効に使っていきたいと思います。

振り返って 次回実行委員会は

第３回　7 月 13 日（木）

第４回　8 月 17 日（木）
※分科会部会以外

実行委員会 Letter No.2 は

９月上旬発行予定！

第１回　Ｈ29年 5月 25 日（木）14：00 ～ 17：00

第 2回　Ｈ29年 6月 29 日（木）14：00 ～ 17：00

出席者

大津美佐子、佐藤千恵子、永田早美、祖父江司
長縄佳洋、今井秀佳、山田裕介、瓜生俊基
伊藤けい子、芦田彩規、大河内優子、田中龍也
三輪美幸、鈴木翔太、伊藤豊大、木村勇作
( 事務局 ) 石原邦彦実行委員長、阪野大介、
髙阪麻子、宮崎恵梨、岩野早苗、平田恵子

「元気スイッチ on!! あつまれあいちのじどうかん」は、

愛知県の児童館が一堂に会する児童厚生員の児童

厚生員による児童厚生員のための研究・交流大会

です。

今年も第７回目の開催をめざして 16 名の委員が

集い実行委員会をスタートしています。

２年ぶりに会場がモリコロパークに戻り、11 月

3 日 ( 金・祝 ) の当日に向けて準備をすすめるべく、

チーム一丸となって盛り上げていきたいと思います。

11月 3日 (金・祝）
2017年

愛・地球博記念公園
(モリコロパーク）にて

開催決定 !!

実行委員会実施日程
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