
子ども会に入って、楽しい思い出を作ろう
　未就学児でも参加したい、アパートに住んでいて行政区に加入でき
ない、地元に子ども会活動が無いなどでお困りの方、ぜひ事務局まで
お問い合わせください。
　お住まいの小学校区で加入・参加することができ、市子連主催イベ
ントにも参加できます（安全共済保険にも同時加入）。
※イベント内容は各小学校区で異なります。

Let's play with us! Let’s join us “Kodomo-kai”!
We want my children to join many festival. We live in an apartment and we 
don’t join Gyousei-ku and Jichi-kai, an administrative section. But we want 
to join many festival. Please call us if you need any assistance about 
children’s activities. If you want to join Kodomo-kai, you can join it in your 
children’s elementary school district.You and your children can join events 
held by Shikoren, Koga-city Federation of Children's Associations.
When you and your children join festival, you have to enroll insurance. 
Festival vary by elementary school district.
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次世代につなげたい子ども会活動

　皆さまには、日頃より、子ども会活動ならびに
市行政事業の推進に多大なるご尽力を賜り厚く御
礼申し上げます。
　青少年のより良い人格の形成には段階があり、
とりわけ学童期は、様々な人との出会いや体験が
豊かな成長を促すことから、子ども会にはその情
操教育の一端を担っていただいております。
　そのような中、収束の兆しが見えないコロナ禍
での子ども会の運営は大変難しく、役員の方々の

悩みも多かったことと思います。その時期でしか経験できない様々な活動
が制限され、子どもたちが体験する機会を失う影響は計り知れません。
　しかし一方で、ストレスや不安を抱えながらも行動規範を守り、安心感
を与え、培った経験と知恵で乗り越え、社会を支え続ける大人たちの姿は
子どもたちの目に「生きる力」として映っているのではないかと思います。
　市としましても、新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束と、未来
を担う青少年の健全育成に努めてまいりますので、引き続き皆さまのご協
力をお願いいたします。

市長メッセージ

古河市長
針谷 力

令和4年 事業計画

※四役会議・役員会は随時開催

４月 総会

5月 県子連・県西子連総会
優良子ども会等表彰式
安全共済会の加入

7月 宿泊交流会

6月 県西子連指導者交歓研修会

9月 球技大会（ドッジボール大会）

10月
県西子連リーダー研修会
手づくりまつり参加

11月科学の祭典参加

12月提灯竿もみまつり

1月 凧作り・凧あげ会

3月 市子連だより発行

宿泊交流会とは、古河市内の４年生から６年生
の子ども会会員を対象に募集をし、様々なイベ
ントを通じて子ども達の“ふれ合い、たすけ合
い、わかり合う”心を養う宿泊体験学習です。
残念なことに、ここ数年は開催することが出来
ておりませんが、再開した際には子ども達の素
敵な思い出作りの為に、
皆様のご応募
をお待ちして
おります。

竹ひごと和紙を使って、
講師杉山文男先生の説
明を聞きながら親子で
作った六角凧。青空へ
高くあがった瞬間はみ
んなが笑顔に！！大切な
思い出になりました。

Kodomo-Kai　～KOGA Kidʼs Club News～
古河市内の子ども達 ・ 子ども達に関わる育成会の活動会報

Kodomo-Kai is a community activity to hope
for children’s growth through children’s communication.

市子連だより
令和４年発行

こうちゃん がーちゃん 

　私は、子ども会の育成に長年携わってきて、子ども会を運営し、
子ども達を見守り、協力してきてくださった保護者の方々をも交
えて、本当にたくさんのことを子ども達と一緒に楽しんできました。
　これからも、子ども達の豊かな可能性を信じて、より多くのこ
とを経験することができるように、手助けをしたいと思っています。
子ども会という活動の場で、子ども達も保護者も学んで、楽しん
できたことを忘れないで欲しいと願っています。それがこれからも
ずっと続いていく原動力になるのだと思うのです。私は、子ども
会活動は心から誇れるものだと思います。　　　　　（ご本人より）

第二支部の知久 貴 氏が受賞しました！

古河市子ども会事業のなかで大きなイベ
ントのひとつである球技大会について紹
介させていただきます。コロナ関連のた

めに２年間開催することができていませんが球技大会は市内の小学生を
対象にしたドッジボール大会です。大会中はアリーナ内が子ども達の笑
顔で満員御礼になるんですよ！笑顔にＳＯＣＩＡＬ  ＤＩＳＴＡＮＣＥは必要
ないですからね。一日も早く安心安全に球技大会ができるようになり子

ども達のたくさんの笑顔を見れることを
楽しみにして
います。大会
実施の際はみ
んなの参加を
待ってます。

宿泊交流会

新春凧作り・凧あげ会

球技大会
ドッジボール大会

市子連3大イベント

令和２年度全国子ども会連合会表彰

令和３年度
「優良子ども会等表彰」の受賞が決定しました！
おめでとうございます。

KYT研修

会長あいさつ
　日頃より、会員の皆さま方には、子ども会活動の運営
にご尽力をいただき、心より感謝申し上げます。

 　さて、新型コロナウイルス感染拡大防止により子ども
会活動が困難な状況ではありますが、市子連としても
「新春凧作り・発表会」のみ開催することができました。
開催にあたり、ご指導いただきました講師の杉山先生を

はじめ、役員の皆さまありがとうございました。そして、参加してくれた皆さ
んどうもありがとう！きっといい思い出になったことでしょう。参加できな
かった皆さん、次回はぜひ参加してみてくださいね。
　しばらくは続くであろうコロナ禍で、従来の子ども会活動を再開すること
は難しいですが、私たちも「新しい生活様式」に配慮しながら「今だからできる
こと」そして「今だから変われること」をもとに、「楽しく遊び学べる」子ども会
を次世代につなげていきたいと思っておりますので、会員の皆さまや地域の
方々の一層のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

キャンプで野菜の調理をしているイラ
ストです。どこが危ないでしょうか？
（回答例：包丁を人に向けている子が
いる。）他にも危ないところはないか、
みんなで考えてみましょう！

（危険予知トレーニング）

〇子ども会部門：才塚子ども会
〇子ども会育成会部門：もみじヶ丘子ども会育成会
〇指導者・育成者部門：高橋　真 氏

※撮影時のみマスクを外しています。



「鬼滅 ネズコ」
そよかぜ子ども会　小学3年

「とら娘」
関戸新町子ども会　中学2年

「キョダイマックスの世界へレッツゴー！」
裏新町子ども会　小学3年

「おさかないっぱいの海」
青葉台子ども会　幼児

「鬼滅 イノスケ」
そよかぜ子ども会　小学5年

「かわいいスタンプ」
原山一丁目子ども会　小学1年

「みかん猫」
裏新町子ども会　小学6年

「おしゃれなねこちゃん」
茶屋西町子ども会　小学3年

「マインクラフト」
原山一丁目子ども会　小学2年

「すみっこ風のとら」
関戸新町子ども会　小学2年

「世界中が好きになるワンコ」
裏新町子ども会　小学3年

「空飛ぶ！招き猫」
諸川上町、中央町子ども会　小学3年

「仲良し3姉妹」
けやき平子ども会　小学2年

「あっぱれ！にっぽん！」
仁連上三子ども会　小学3年

「お正月」
けやき平子ども会　小学1年

「トラとなかよし」
星子ども会　小学1年

「集まれ僕のポケモン」
静町子ども会　小学3年

「トモ～」
 茶屋西町子ども会　小学5年

「寅年Happy New Year」
原山一丁目子ども会　小学5年

「2022とらの正月」
関戸新町子ども会　小学6年

「ドラえもん」
裏新町子ども会　小学6年

「ねこLOVE」
青葉台子ども会　小学5年

古河市で
「令和４年度県西地区子ども会リーダー研修会」を

開催します！

新春子ども会凧作り・発表会

県西地区の子ども会の方々と一緒に楽しい思い出をつくりませんか？令和４年度は古河市
での開催となりますので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしています。

■期日：令和４年１０月２９日（土）
■場所：生涯学習センター総和
　　　　（とねミドリ館）
■内容：「銅板で鶴を折ってみよう」

■対象：子ども会リーダー
　　　　（小学５・６年生及び中学生）

　　　　育成者・指導者

 市子連として新春恒例の「凧作り・凧あげ会」は、新型コロナウイルスの感染が広がって
いるため、昨年同様に自宅で楽しく凧を作り、手作りの凧を披露する「凧作り・発表会」
を実施しました。
　それでは、披露していただいた全22名の世界に一つだけの凧をご鑑賞ください。


