
子ども会 

 

 

 

①今、子どもたちは・・・ 

 子どもたちから失われた３つの《間》 

 時間→習い事や塾に費やす時間が増え、子どもたちが自分たちで考える時間が以前と比べて 

少なくなっています。 

 空間→子どもが自分の想像力や知恵を働かせて、自由に遊べる原っぱや広場等が昔に比べて 

少なくなっています。 

仲間→学校での横の繋がりは強いのですが、地域で異年齢で遊ぶ姿を見ることが少なくなって 

います。 

 

②子ども会とは・・・ 

 子ども会とは、皆さんが住んでいる地域に一番密着している組織で、子どもたちが自分で考え、

主体的に活動することを目的とした組織です。自治会単位で組織されることが多く、季節の行事や

廃品回収、清掃活動などの活動を行ったりしています。 

 最近は、少子化の影響で複数の自治会で合体したり、小学校区単位で作られたりもしています。 

 

③子ども会活動の目的は・・・ 

  ・自主性の尊重→自信を持ち、達成の喜びを知る。 

・道徳真の尊重→約束をし、それを守ることを学ぶ。 

・情 操の高揚→手芸・美術活動などを通じて、豊かな情操を養う。 

・公共心の育成→資源回収・清掃などの実践活動を通じ、公共心の育成を図る。 

・体 力の向上→スポーツ・レクリエーション活動を通じ、体力を高め、たくましい精神を養う。 

・創造性の伸長→各々が知恵を出し合い、創意工夫をすることによって創造性を養う。 

・連帯感の育成→地域の様々な活動を通して、連帯感の育成を図る。 

 

④子ども会活動のあり方は・・・ 

  ・子どもための、子どもによる遊び集団として活動をする。 

  ・遊びを中心とした仲間作りと、遊びによって教育的配慮をもった活動を行う。 

  ・年上の子どもはリーダーとしての教訓を自ら学び、年下の子どもは成長の目標を年上の子の 

中から学ぶというような、縦の仲間作りによる集団活動を行う。 

  ・子どもと大人が遊びを通して、地域を基盤とした活動を行う。 

 

１ 子どもたちの現状と〈子ども会〉について 



 

 

⑤子ども会の仕組みは・・・ 

 ・みんなを会員に 

  子ども会は、同じ地区の子どもたち全員（幼児・小学生・中学生・高校生）を会員の対象としま 

す。出来る限り幅広い年齢層で活動し、異年齢交流を目指しましょう。 

 

 ・班活動を 

  子ども会は、近所の子どもたちで作る班組織がとても重要です。子ども会の日常活動は、この 

班での活動を目指しましょう。 

 

 ・係活動を 

  班には活動をすすめていく中で、必要な係があります。全員一人一役で係分担しましょう。 

 

 ・規約を 

  規約はその子ども会の活動や運営を決めたものです。会員が子どもであることを忘れないよう、

できるだけ簡単に、わかりやすく、子どもたち自身で意見を出し合って作成してみましょう。また、

子ども会の名前・目的・会員・活動の内容・役員の任期・会費 等をはっきり決めておきましょう。

初めは簡単なもので構いません。変更が必要となれば、その都度変えていきましょう。 

子ども会活動でこんな子を育てよう！！ 

○やる気と自信のある子ども 

○たくましく、自立した子ども 

○豊かな心を持ち、考える子ども 

○仲間とともに生きる子ども 



 

 

 

 

 

 子ども会の活動を進めるうえで、様々な団体が関わりを持っています。下記の図はその組織図

です。これを機に、どんな組織があるのか学んでみましょう。 

                                              昭和 40年 8月法人化   

《組織図》                                     

 

                                              昭和 44年 5月発足 

 

                                              昭和 61年 10月発足 

 

 

 

 

 

 A 全国子ども会連合会（全子連） 

  子ども会活動を助成し、子どもの社会生活に必要な徳性の涵養、および子どもの健全育成に

寄与することを目的とした組織で、都道府県･政令指定都市の子ども会連合組織(代表者)を会員

とし、子ども会活動の活性化と啓発、指導者の養成、活動の保障（安全会／相互扶助)、組織の連

携のための事業を展開している組織です。 

 

 B 長崎県子ども会育成連合会（県子連） 

 県内の子ども会の連絡調整と活動内容の充実を図り、心身ともに健全な少年の育成と福祉の増

進を図ることを目的に、様々な事業を行っている組織です。 

 

 C 長崎市子ども会育成連合会（市子連） 

 長崎市内７１小学校区に住む子どもたちの健全育成を推進し、子ども会の加入窓口となっている

ので、皆さんに一番身近な組織かもしれません。この〈市子連〉に加入すると、自動的に〈県子連〉

や〈全子連〉の会員となります。 

 

 D 市子連専門委員 

 ７１小学校区に１人以上配置され、下記の活動により地域の子ども会の活性化を図ります。 

 a 子どもの活動に関する情報の収集と伝達（知る・知らせる） 

 b 小学校区内の子ども会の取りまとめと活動の活性化（相談・援助） 

 c 大型公民館区内子ども会専門委員の連携と指導者の資質向上（相互連携・研修） 

 d 子ども会活動に関する魅力的な活動の研究・実践（活動の活性化） 

 e 子ども会に関する理解と協力要請（意識啓発） 

 f その他子ども会活動に関すること 

 

 

２ 子ども会を支える組織を知ろう！！ 

A 全国子ども会連合会（全子連） 

B 長崎県子ども会育成連合会（県子連） 

C 長崎市子ども会育成連合会（市子連） 

D 市子連専門委員 

子ども会育成会 子ども会育成会 子ども会育成会 



 

 

 

 

 

①〈子ども会育成会〉のポイント 

 子ども会活動が、子どもたちの手により自発的で自主的なものとして運営されるためには、どうし

ても大人の協力や支援が必要となります。育成会は、子どもの成長を願う大人の立場から運営を

見つめて、手助けをすることが大切です。ここで大事なことは、育成会はあくまでも世話役に徹す

ることが原則です。子ども自身に決定させ、大人はあくまで見守ることが大切なのです。育成会の

役割を考えてみましょう。 

  

 ⅰ）子ども会育成会の役割 

 ○活動の場の準備・提供 

 ○必要な遊具の準備及び安全点検 

 ○ジュニアリーダー、シニアリーダーの活用 

 ○市子連・県子連との連携 

 ○その他子ども会活動に必要な情報を集める。 

 

 ⅱ）指導者の役割 

 ○総括指導者 

 それぞれの役割を持った指導者が、その役割を果たすことができるように助言を与え、指導者

や育成者との連絡などを総括的、又は監督的な立場から子ども会の運営に気を配る。 

 ○集団指導者 

 単位子ども会に所属し、プログラムの作成や展開、その他子ども会の運営の実務などに実践的

な指導助言を行う。 

 ○特技（実技）指導者 

 ゲーム・スポーツ・ダンス・野外活動・伝承芸能など子ども会活動に必要な実技の指導をします。

集団指導者との違い、その特技にあった指導を行う。 

  

 ⅲ）ジュニアリーダー・シニアリーダーの活用 

 ジュニアリーダー・シニアリーダーとは、子どもたちのよき遊び相手、話し相手であると同時に、

子どもたちに育成者の考えを伝える大切な存在です。また、子どもとも年齢が近いこともあり、子

どもたちにすぐとけ込みます。ジュニアリーダー、シニアリーダーを活用すると、育成者である大人

の負担が減らせることも重要です。 

 ジュニアリーダーは特別なものではなく、各子ども会活動で養成することが大切です。急には難

しいかもしれませんが、各公民館区等で行われているジュニアリーダー研修会に参加したり、長崎

市内全体のジュニアリーダーとして活躍する団体を参考にすると良いかもしれません。 

  

３ 〈子ども会育成会〉とは ～見守り上手な育成者をめざそう～ 



 

 

 ⅳ）育成者としての心構え 

 ○子ども会の役員選びや行事の計画・実施にあたっては、育成者があまり口出しせず、子ども

の意見を尊重して、自主性を伸ばすことを主眼におきましょう。子どもたち自身が、自分たちで考

え、答えを出すことが重要なのです。失敗してもそこからどう解決するか考えることによって、学ぶ

ことも多いはずです。 

 

 ○子どもたちが自分自身でできること、あるいは自分たちですべきことは子どもたちに任せてみ

ましょう。 

 

 ○子どもたちは経験の少なさから、自分たちに任せられたこともどうして良いかわからないことが

あります。そうした時は、口だけでなく一緒にやってみせてあとは任せるなどの工夫をし、最後まで

任せてみるなど、忍耐強く教えることも大切です。 

 

 ○子どもたちが危険な行為や人を傷付ける行為など、社会のルールに反するような行為を行っ

た場合は、その場で何がいけないのかを説明し、きちんと指導しましょう。また、指導する場合は、

一貫性を持つことが大切です。気まぐれな叱責は、子どもの心を傷付けます。子どもに対する深い

理解と愛情をもち、情熱を傾けることによって、好ましい信頼関係を築きましょう。 

 

 ○子どもたちが良いことをしたり、成長したなと思ったときには大いに褒め、認めてあげましょう。 

 

 ○育成者や保護者、他の子ども会や関係団体などと情報交換をして、自分たちの行事の計画と

比較し、見直しをしてみましょう。 

 

 

 

                                                              

 

                                                              

 

                                                              

 

                                                              

 

                                                              

 

                                                              

 

                                                              

 

                                                              

 



 

 

②子ども会育成会の組織と運営 

 ⅰ）育成会の組織 

 子ども会育成会は、子ども会活動の支援を目的とする団体であることは、今まで学んできたとお

りです。その活動が十分な成果を上げるためには、その組織運営が適切でなければなりません。

特に役員だけで一切を運営して、その他会員は全く関わりを持たないということは避けたいもので

す。そうならないようにも規約できちんと役割を認識し、会員全員で把握しましょう。 

 

○○子どもを守る会の規約（例） 

 

第１条 この会は、○○町子どもを守る会という。 

 

第２条 この会は、○○町に居住する全ての大人で組織する。 

 

第３条 この会は、○○町に居住する全ての大人が、子どもたちを健全に守り、育てることを目的 

とする。 

 

第４条 この会の事務局は、○○に置く。 

 

第５条 この会は町内の各種団体と協力して、次の事業を行う。 

１ 青少年指導のための研修 

２ 子ども会の育成 

３ 環境の浄化と整備 

４ 少年非行の防止と指導 

５ 青少年の安全確保 

 

第６条 この会には、次の役員を置く。 

１ 会長       １名  

２ 副会長      ２名 

３ 委員     若干名 

４ 書記       １名 

５ 会計       １名 

６ 庶務       ３名 

７ 監事       ２名 

８ 相談役    若干名 

 

第７条 役員の選出は次のとおりとする。 

    １ 会長は、委員会で会員の中から選出する。 

    ２ 副会長・庶務・会計は委員会に諮り、会長が委嘱する。 

    ３ 委員は各組（班）ごとに１～２名選出する。他に民生委員・児童委員、ＰＴＡ、地区部会、 

青少年団体、婦人団体、補導委員から代表１名を選出する。 

 



 

 

第８条 役員の任期は１年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第９条 役員の任務は次のとおりとする。 

    １ 会長はこの会の最高責任者で、この会の代表として総会及び役員を招集する。 

    ２ 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。 

    ３ 委員は委員会を構成し、この会の重要事項を審議する。 

    ４ 書記は会議の記録をとり、会の記録を保管する。 

    ５ 会計は会費の徴収、寄付金等の収入及び活動事業費の支出、活動の援助などの会計 

経理を担当する。 

    ６ 庶務は、庶務一般を担当する。 

    ７ 監査は、育成会の会計経理が正確に執行されているかを監査する。 

    ８ 相談役は、必要に応じて運営等の指導・助言をする。 

 

第１０条 この会の会議は次のとおりとする。 

    １ 総会      年１回以上 

    ２ 役員会     必要の都度、会長が招集する。 

    ３ 班会議     随時、班委員が招集する。 

 

第１１条 全ての会議は合議制とし、合議がならない場合は出席者の過半数で決定する。 

 

第１２条 この会の経費は、会費及び各種団体の補助金をもって充てる。 

 

第１３条 この会の会計は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

第１４条 この会の予算・決算は、役員会で監査の審議の上、決定する。 

 

第１５条 この会の規約の改正は、役員会の決議を要する。 

 

第１６条 この会の規約は、平成○年○月○日から実施する。 



 

 

②育成会の引継 

 世話役やリーダーの任期が終わったとしても、子ども会活動はその子ども会がある限り続いてい

きます。世話役になったとき、仕方なく引き受けて、渋々行事をこなしていくだけでは、子どもたち

が可哀相ですし、子ども会の活動の充実は望めないと思います。楽しく活動を行うため、新しい役

員の方がきちんと引継を行うことは大切だと考えます。 

 一番望ましい引継の方法は、２年任期で、１年ごとに半数の役員の方が交代するなどの方法で

す。しかしながら、なかなか難しいかもしれませんので、役員の交代時期の直前に、次の担当の

方に一緒にやってもらい、引継が終わってもしばらくは相談相手としてお手伝いしてもらうと、上手

な引継ができると思います。現役員の方も、いつでも引継ができるように体制を整え、資料などを

整理しておきましょう。 

 

☆引継のポイント☆ 

・今の子どもと子ども会のことを知ろう。 

・今、問題となっていることを話し合おう。 

・組織の運営のため、育成会の目的と活動内容の理解を深め、役員の役割と活動の進め方を 

理解しよう。 

・書類にはどんなものがあるか、きちんと把握しよう。また、必要ない書類は混乱の元となるので、 

 破棄しよう！ 

・会計はきちんと帳簿をつけるなどして、収入・支出をきちんとすること。また、領収書や関係 

書類も一緒に保管しよう。 

・総会を開くまでの流れを把握しよう。 

・施設を利用するときなどの手続きの仕方を教わろう。 

・子ども会安全会の加入と事故発生時の対応を学んでおこう。 

・関係団体（行政機関・学校・PTA・育成協・公民館 等）とは、活動を行っていく中で顔見知りに 

なっておくと活動がし易くなるかも。 

・自分の組織のことを学んだら、今度は連合組織を理解してみよう。 

 

③育成者として学べるもの 

 新育成会員や新役員になって渋々始めたものの、１年経ったときは必ずやって良かったと思える

ことも多いはずです。やると決まったなら、前向きに明るく、人間関係を大事にして、地域の活性化

に繋がるような取組みでありたいものです。子どもの成長と一緒に、自分自身も成長しているはず

です。さぁ、皆さんもやってみませんか？ 

 

 
 

・お互いに分かり合える良い友だちができる。 

・近隣の子どもたちを通して、子どもの素顔を知ることができる。 

・聞く、話す、書く機会に恵まれる。 

・人の考え方は多様であり、様々な考えに触れることで、視野が広がる。 

・ほう（報告）・れん（連絡）・そう（相談）の大切さを知り、協調性が磨かれる。 

・子どもとの触れ合いが、一番の健康法であり、若返り法になっている。 

 

☆役員を経験した人は・・・・・・・・☆ 



 

 

 

 

 

①子ども会の年間計画を立てる前に 

☆年間計画って何？☆ 

 年間計画とは、４月～翌年３月までの子ども会活動を時期別に記載したものです。子ども会活動

は、〈話し合い活動〉・〈行事活動〉・〈日常活動〉の３つに分類できます。 

 

☆年間計画を作るにあたっての視点☆ 

□魅力ある活動内容と活動計画が組まれていますか？ 

・活動内容は、文化的活動・体育・レクリエーション的活動や集会活動・奉仕的活動の分野から、

子どもたちの希望と教育的価値を考慮して取り上げましょう。 

・学校生活や季節的な行事、あるいは地域の催しなどを考慮して計画するとともに、行事的な活動

と日常活動の組み合わせを工夫しながら活動計画を立てましょう。 

 

□活動方法をルール化して身に付けさせていますか？ 

・リーダーの役割分担だけでなく、全会員がそれぞれ何らかの役割が持てるように工夫しましょう。 

・日常的な活動や行事などの活動の進め方（手順・班の作り方・連絡方法など）をルール化してお

くことで、活動をより行いやすいものにしましょう。 

 

□話し合い活動の充実を図っていますか？ 

・子ども会の中で、話し合いは重要な役割を果たします。より良い子ども会活動を進めるために、

会員一人一人の意見を十分に聞き、活動の中で活かしましょう。 

 

□参加意欲を高める工夫を図っていますか？ 

・子ども会の活動状況や今後の予定、あるいは会員や事業の紹介などを広報紙に掲載し、会員に

活動内容をお知らせしましょう。 

・広報紙は、活動への興味・関心・参加意欲を高めるだけでなく、地域の人々の理解を深めるため

にも必要なことです。 

 

□育成会・指導者がうまく関わっていますか？ 

・育成会は子ども会を側面から育成することが原則で、直接的な指導にはあたらず、活動の場や

会場の確保、資金面での援助、指導者の養成と確保、生活指導などを行いましょう。 

・指導者は、子ども会会員の意思をまとめ、集団活動を間接的に援助し、個々の子どもの成長や

子ども会を助ける役割をもちます。 

４ さぁ！子ども会活動をやってみよう！！ 



 

 

②こんな活動があるよ、子ども会活動   

■社会的活動 

【社会的行事】・・・例 餅つき大会・クリスマス会・歓送迎会・総会・夏祭り・卒業お祝い会・節分 

              おたのしみ会・親子茶話会・映写会・総会・ 

【奉仕的活動】・・・例 リサイクル工場見学・合同清掃・環境整備・クリーン作戦・ 

              廃品回収・草むしり・花植え 

【生産活動】・・・・・例 親子稲刈り・芋掘り大会・染め物教室・焼き物教室・門松作り・ハタ作り 

              田植え・たけのこ掘り・しめ縄作り 

 

■文化的活動 

【芸能活動】・・・例 おんのほね・浮立伝承活動・教会巡り・ペーロン大会・立志式・獅子舞・くんち 

            盆踊り・ハタ揚げ大会 

【創作活動】・・・例 精霊船のお花作り・七夕飾り作り・料理教室・工作教室 

【学習活動】・・・例 自転車講習会・ジュニアリーダー研修会・水族館見学・消防研修・天体観測 

            平和学習・ホタル鑑賞会・史跡探訪 

 

■スポーツ・レクリエーション活動 

【スポーツ活動】・・・・・・・・・例 ラジオ体操・プール・海水浴・ふれあいスポーツ大会・地区体育祭 

                   ボーリング大会・球技大会・子ども相撲・キックベースボール大会 

【野外活動】・・・・・・・・・・・・例 遠足・花火・スイカ割り大会・ハイキング・川祭り・バスハイク 

                   釣り大会・バーベキュー大会・ピクニック・キャンプ・きもだめし 

【レクリエーション活動】・・・例 レクリエーション大会・あそびのつどい・ふれあい祭り・ 

 

③年間計画の作成例 

 ここで、年間計画の一例をご覧ください。この年間計画は、子ども会の行事とともに、関連団体が

主催する行事に、会として参加する場合も把握しておくと、運営がスムーズです。 

月 主催行事 関連団体行事への参加 

４ ・総会 ・歓迎会  ・市子連加入（市子連） 

５  ・子ども会指導者研修会（公民館） 

６   

７ ・七夕飾り作り ・ラジオ体操 ・プール  

８ ・ラジオ体操 ・きもだめし大会 ・広島・長崎子ども会親善交歓会（市子連） 

９  ・ジュニアリーダー研修会（公民館） 

１０ ・レクリエーション大会  

１１ ・ハイキング ・子どもゆめフェスティバル（市子連） 

１２ ・クリスマス会 ・門松作り ・餅つき大会  

 １   

 ２ ・節分 ・加入説明会（市子連） 

 ３ ・卒業お祝い会  

 



 

 

 

 

  

やってみたからこそわかる、子ども会の現状。ここでは、よく寄せられる相談をＱ＆Ａ方式で載せて

います。 

 

Ｑ１ 中学生の加入が少ない 

＜現状＞ 

 子ども会は、子どもたちによる子どもたちのための組織です。その良さは近所の仲間が異年齢

の縦割りの集団で活動することです。もちろん集団の中心となるのは年長者である中学生のお兄

さんお姉さんが最適です。しかし、近年、中学生の子ども会離れが進んでおり、ほとんどの子ども

会がリーダー不在という問題をかかえています。 

 また、現代の小・中学生のほとんどは習い事（学習塾を含む）をしており、しかもその大多数が複

数の習い事をしています。この傾向は進学が近まる小学校高学年から学年が上がるにつれて増

加する傾向にあります。つまり、子ども会のリーダーとなる年齢の子どもたちは自由になる時間が

少なくなっています。さらに、中学生での課外クラブが子ども会のリーダー不足の大きな要因とな

っています。 

 

Ａ１ リーダーを発掘し、育成しましょう 

 リーダー不足の現状は、前述のとおりですが、全ての中学生が習い事と課外クラブばかりをして

いるわけではありません。中には、小さい子どもの面倒を見るのが好きな中高生もたくさんいます。

小学校の段階からリーダーの素地がある子どもを、子ども会で育てていくことが大切です。そのた

めには、まず、保護者の理解と協力が必要です。子ども会活動での子どもの変容や楽しさを、保

護者の方にも知ってもらうよう親子での参加を勧めるのが第一歩となります。 

 また、リーダーが活動しやすいように、学校と相談し、課外クラブとの調整をはかる必要がありま

す。すでに地区によっては、地域の行事がある時には課外クラブの活動を中止し、中学生を子ど

も会に返すなど協力体制ができているところもあります。また、毎月第３日曜を「家庭の日」とし、

長崎県内では原則として「部活動停止の日」としています。 

 中学生の名簿を作成し、市子連に加入しておくことも活動に誘う良い方法です。 

 

５ こんなとき、どうする？ ～子ども会の課題 Ｑ＆Ａ～ 



 

 

Ｑ２ 役員のなり手がない 

＜現状＞ 

  本来、「子ども会」の会長をはじめ会員は子どもたちであり、子どもたちのお世話活動をする大

人の組織は「子ども会育成会」として分離していました。しかし、近年、ほとんどの「子ども会」で

は「子ども会」と「子ども会育成会」が一緒になり、子どもの会長と大人の会長（育成会会長）が

混同されているようです。ここでとりあげるのは、大人の組織（子ども会育成会）の問題です。 

 中学生の子ども会離れについては前述のとおりですが、それに伴い子ども会の大人の組織

の構成も変化しています。子ども会会長を小学校高学年の子どもが務めるようになり、「子ども

会育成会」の会長も小学校高学年の保護者が行うようになってきました。長崎市に寄せられる

相談の中には、「大人の組織の会長や役員のなり手がいない。」「保護者の協力がない。」「子

どもが６年生になると役員が回ってくるので、親の都合で退会する子どもが多い。」など大人の

会も問題を抱えています。 

 

 

Ａ２ 行事を見直し、人材を育てましょう 

 子ども会の役員が敬遠される一番の理由は、「多すぎる行事が負担になる」ことだといえます。

ほとんどの子ども会では、会長（役員）が１年交代であり前年の行事をそのまま踏襲しています。

その際、行事が追加されることはあっても、減らされることはまずありません。行事は常に増加

傾向にあり、役員の負担も増えているわけです。 

 この悪循環から脱出するために、役員の改選の際に行事も見直すことを勧めます。その際の

キーワードは「行事の共催」です。子ども会が所属する地区では、自治会や学校、育成協議会

など多数の団体が子どもたちを対象とした行事を行っています。それらの行事に子ども会とし

て参加しましょう。つまり、いつも子ども会が主催していた行事を、各団体の行事と共催（参加）

することで見直しを図り、精選いくわけです。子ども会が主催する行事を少なくすることで確実に

役員の負担は軽減できます。ただし、共催してくれる団体への協力も忘れないようにしましょう。 

また、人材の発掘と育成も重要です。できれば、２年～３年間役員としてお手伝いしていただ

くのが望ましいのですが、短いサイクルで会長が交代する子ども会では「会長の一番大事な仕

事は、次の会長を育てること」を念頭に置いてください。このことは子ども会の活性化につなが

る重要なことです。 

 人材の発掘と育成については、各小学校区にいる「市子連（長崎市子ども会育成連合会）専

門委員」（３６ページ参照）に相談したり、長崎市が開催している「人材養成セミナー『キラキラ地

域子ども塾』」を活用したりするのも良い方法です。 

 



 

 

Ｑ３ 子どもが集まらない 

＜現状＞ 

 苦労して企画した行事に「子どもが集まらない」、参加した子どもが「おもしろくなかった」といっ

た、これもよく寄せられる相談です。現代の子どもたちはテレビゲームと有料娯楽施設で贅沢に

育った世代です。少ない予算と手作りで企画する子ども会行事が見劣りするのは仕方がないこ

とといえます。しかし、子ども会の手作り行事の中には多数の子どもたちで賑わうものもあり、

企画と運営のあり方が大きく関係しているようです。 

 

 

Ａ３ 子どもを主体とした活動 

 子ども会の行事を成功させるキーワードは「子どもを主体とする」ことです。多くの子ども会で

は行事を大人が考え実行しています。子どもは行事の日に「お客さん」として参加しているだけ

なので、大人の企画や運営がおもしろくなければ参加しなかったり不平不満を言ったりします。

高学年になるとお菓子を配るだけでは、子どもたちは参加しなくなります。 

 「子どもを主体とする」とは、今まで大人だけでしていた企画や運営を子どもにさせるというこ

とです。もちろん子どもですから一から十まで全てはできません。企画段階では「だれが・何を・

どのように」するのかを話し合わせてください。その際、大人が指導するのは「予算」と「安全面」

です。可能な限り口を出さず、時間がかかっても子どもたちに任せるようにします。また、運営も

できる限り子どもたちにさせるようにします。中学生に指導者として参加してもらうのもいい方法

です。その際、大人は裏方的な仕事を目立たないようにします。行事を通して、子どもたちに自

分たちの力で「できた」という成就感を実感させることが大切です。子どもたちを「お客さんから

主人公へ」にすることで行事のあり方は大きく変わってくるはずです。 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ｑ４ 子どもが少なくなって成り立たない 

＜現状＞ 

 現代は少子高齢化社会といわれますが、その社会全体の年齢構成の歪みは子ども会にも現

れています。大多数の子ども会は町単位で組織されていますが、町内の子どもが減り、子ども

会が成り立たないという相談は年々増えてきています。「子どもがいないから子ども会をなくす」

という安直な展開は何とか避けたいものです。 

 そこで、少子化に対応できる子ども会の組織のあり方を提案します。 

 

 

Ａ４ 少子化に対応する子ども会組織の例 

 ＜ご近所合同子ども会＞  

  子どもが少なくなった近隣の町が合同して作る子ども会です。組織に関してはお互い 

の町の自治会の理解と協力が必要となります。 

   

Ａ・Ｂ町連合子ども会 

 

Ａ町子ども会    Ｂ町子ども会 

 

 

＜ 学校まるごと子ども会＞ 

 「ご近所合同子ども会」を更に進め、学校区の全ての町が合同する子ども会です。名簿の作

成等、学校の協力が必要となります。 

「日吉小中学校子ども会」や「高島子ども会」では、学校協力のもと校区内の全ての町が合同し

た連合子ども会を組織しています。 

 

○○校区連合子ども会 

Ａ町子ども会  Ｂ町子ども会  Ｃ町子ども会  Ｄ町子ども会  Ｅ町子ども会 

Ｆ町子ども会  Ｇ町子ども会  Ｈ町子ども会  Ｉ町子ども会   Ｊ町子ども会 

 

 

 


