
2018年1月28日(日)
全体会/10：00～12：00 分科会/13：30～16：30

会場/横浜市開港記念会館

問い合せ先：横浜学童保育連絡協議会

〒231-0027横浜市中区扇町3-8-7三平ビル201

TEL：045-662-7244 FAX：045-663-4118
E-mail：hama_gkd@d3.dion.ne.jp

主催：横浜学童保育連絡協議会・研究集会実行委員会

後援：横浜市こども青少年局

＜ご案内・参加申込み書＞
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横浜研究集会のご案内

日時 2018年（平成30年）1月28日（日）
10時～16時30分（9時30分 受付開始）

【全体会】10時～12時 横浜市開港記念会館・講堂

【分科会】13時30分～16時30分
横浜市開港記念会館、青少年育成センター、技能文化会館

野毛山動物園（予定）

参加費 連協会員大人：1700円 一般大人:2000円

小学生：500円（幼児は、幼児保育室を利用される方のみ500円）

※幼児保育室(午前・午後）、学童保育室(午前）は事前予約です。

1月24日（水）までにお申し込み下さい。

【幼児保育室について】

＊就学前の幼児を対象とします。(ただしオムツの取れているお子様）

＊兄姉が学童保育室を利用する場合でも、未就学児は幼児保育室をご利用

ください。

＊先着20名まで。直接事務所宛にお早めにお申し込みください。

＊昼食は保護者と一緒にとります。

＊水筒を持たせてください。

【学童保育室について】

＊午前中のみ。

午後の学童保育は第11分科会として行います。

＊当日受付はありません。必ず事前にお申し込みください。

＊昼食は保護者と一緒にとります。

＊水筒を持たせてください。

【保育受付について】

＊学童保育室、幼児保育室は開港記念会館になります。

全体会の受付の前に保育受付を済ませて下さい。



全体会のご案内
開会行事…今年も元気いっぱいの子どもたちが参加してくれます。

＜今年の参加チーム＞

旭瀬谷ブロックチーム

屏風浦ちびっこクラブチーム

太尾学童保育クラブチーム

基調報告…小保方 則充（横浜学童保育連絡協議会会長）

講演 …広岡 守穂さん（中央大学法学部教授）

テーマ ｢祖父母からみる、いまどきの子育てと自分育て」

子どもは可愛い。

でも子どもが生まれると、夫と妻、祖父母と父母、そして祖父と祖母の間

にも、微妙な波風が立ちます。お互いに遠慮したり、あてがはずれたり、見

損なっていたり。わたしはそれを孫ストレスと呼ん

でいます。ふたりの孫を保育園に送り迎えした６年

間は、祖父であるわたしが、仕事と孫守りの両立に

苦労した日々でもありました。そして学童･･･。

『男だって子育て』を書いて２７年。

いまの子どもはやさしくて、自分中心で、ちょっ

とひ弱。いまどきの子育てを考えるキーワードは、

地域社会、女性の社会参画、国際化の３つだと考え

ています。

プロフィール

1951年石川県金沢市生まれ。

東京大学法学部卒業。中央大学法学部教授。おもな専攻は日本政治思想史

だが、現代日本の社会現象に幅広い関心を持ち、男女共同参画、ＮＰＯ、

子育てなどさまざまな分野で発言している。ＮＰＯ支援と女性の人材育成

に長くかかわってきており、地域のＮＰＯ事情や自治体の男女共同参画政

策にくわしい。ＮＰＯ推進ネット理事長（現在顧問）、佐賀県立女性セン

ター・アバンセ館長など歴任。

１９９０年『男だって子育て』でベストメン賞受賞。

詩や作詞も手がけている。



分科会について
＊分科会々場は、当日配布の討議資料をご覧下さい。

＊事前申込み人数により部室割りしますので、申込書に希望分科会のNoをご記入下さ

い。

＊午後からの参加受付も開港記念会館になります。

＊当日の諸注意・持ち物などがある場合は、研究集会ニュース等でお知らせしますので、

ご注意ください。

＊当日申込の場合、会場の定員の関係で、ご希望の分科会に参加できない場合もあり

ます。

＊分科会の追加情報は12月20日頃に発行の研究集会ニュース３号にも掲載します。

【駐車場の用意はありません】

*コインパーク等をご利用ください。*ＪＲ・地下鉄・バス が便利です。

【昼食について】

*各自ご持参ください（ゴミは お持ち帰りください。）

*会場周辺には飲食店、コンビニもあります。

ご記入いただいた個人情報は、本研究集会への参加申込受付業務と問合せ、本研究集会運営

に必要な範囲で利用します。横浜学童保育連絡協議会の個人情報保護方針に基づき、ご本人

の許可なく第三者への提供は行いません。



分 科 会 の ご 案 内

第１分科会 横浜の学童保育だからできること

～他の事業との違いを考える～

放課後キッズクラブの全校展開に加え、高付加価値型の民間企業「学童」
も参入してくる中で、これからの学童保育はどうあるべきか、何を大切に
守っていくのか、これから入所される保護者にそれをどう伝えていくのか。
不安を抱えていても始まりません。元気な事例を共有して交流しましょう。

（おすすめ度：はじめての方★★、保護者★★★★★、指導員★★★★★）

第２分科会 子どもたちに安全で安心できる場を ～施設問題を考える～

面積基準等の経過措置期間が残り2年となりましたが、まだ多くののクラブが基準

を満たしておらず、期間内に分割、移転、もしくは定員を超える児童の受け入れない

などの方針を決めなければなりません。限られた期間で私たちは何を考え、決断し、

実行しなければならないのか。意見交流の中から解決のヒントを見つけていきましょ

う。 （おすすめ度：はじめての方★★、保護者★★★★★、指導員★★★★）

第３分科会 遊ぶって楽しいね！
～ドイツゲームに学ぶ『子どもとの時間を楽しむ術』と『遊びの意味』～

◎講師：大木一弘さん
大人になってから、きちんと遊んでいますか？楽しいと思える時間を大切

に出来ていますか？
学童保育での生活の中心ともなっている『遊び』。その大切さ、楽しさを

語れる大人であるために、まずは思いっきり遊んでみましょう！
近年、静かなブームを巻き起こし、保育分野でも関心を集めるドイツ発祥

のボードゲームの数々を実際にコミュニケーションを取り合いながら遊び、
『遊び』そのものが持つ意味を見つめ直します。
『子どもとの時間をもっと楽しく過ごしたい』『家族みんなで楽しめる趣味
を見つけたい』という方々にもお勧めの内容です。
※分科会で使用したゲームの販売もあります。

（おすすめ度：初めての方：★★★★★ 保護者：★★★★★ 指導員：★★★★★）

第４分科会 子どもの力を引き出す魔法の質問～自分らしさってなんだろう～

◎講師：佐々木由紀子さん（キッズインストラクター）

子どもも大人も『自分らしく』『キラキラと生きていく』そんな未来を描いています。

質問によって、自分らしい活動とは何かを無理なく、自然と知ることができたら…

その一歩を踏み出すきっかけ作りをお手伝いします。

キッズインストラクター『佐々木由紀子さん』の魔法にかかってみませんか？
（おすすめ度：はじめての方★★★★★、保護者★★★★★、指導員★★★★★）



第36回 横浜研究集会 参加申込書

区・クラブ名

住所・電話番号
クラブに所属され

ている方は不要

（保・指・他には○印を、名簿を作成します
ので全員の名前をご記入ください）

※特にお子様の名前には必ずふりがなをお書き下さい。

参加費

連協会員大人 1,700円× 名 一般大人 2,000円× 名

子ども（小学生）500円× 名 合計 円

市連協領収日( ／ ）
※幼児の保育料は当日保育受付にてお支払いください。
※1月24日(水)以降のキャンセルによる返金はできません

郵便振替口座(00250-5-18611 加入者名：横浜学童保育連絡協議会）もご利用で

きます。※手数料はご負担下さい。

◎なるべくクラブ単位で、代金を添えて1月19日(金)までにお申し込み下さい。
◎1月19日までに参加費を入金された方には事前に「受講票」をクラブ宛（個人
の方はご自宅）に郵送します。当日は受講票を提示していただくだけですので、
受付に時間がかかりません。

◎1月22日以降の入金分の受講票は当日受付でお渡しします。

区

ふりがな
子ども名前

学年

(年齢)

午前

保育

午後

分科会・保育室

申し込み方法
上の申込用紙にご記入の上、各クラブにお出し下さい。
※クラブに所属していない方は、横浜学童保育連絡協議会事務所に直接ＦＡＸ
で送っていただいても結構です。

（参加費のお支払いは当日でも可能ですが、なるべく郵便振替口座等を利用して
事前にお支払い下さい。）

※1月24日(水)以降のキャンセルによる返金はできません。

ふりがな

大人氏名 保 指 他
分科会

No



第５分科会 実践検討会

指導員の実践検討会を行います。アドバイザーには船越勝先生（和歌山大
学）をお呼びします。少人数のグループ分けをして、「レポーターが参加者
に聞いてみたい内容」で深く掘り下げた実践検討会を行います。
参加者一人ひとりも、これからどんな保育をしていけばよいのかを掴める実
践検討会です。運営指針にも、大事な研修の一つとして位置付けられている
「実践検討」、参加してレポートを深く読み込むことの大切さを体験しませ
んか？ （おすすめ度：はじめての方★★、保護者★、指導員★★★★★）

第６分科会 「障害児の放課後の過ごし」

◎コーディネーター：高橋 毅さん（ＹＭＣＡ健康福祉専門学校）
障害の子が放課後、どのように過ごしているか。家庭、学童や放課後児童

デイ(以下「放デイ」、地域ケアプラザ、お稽古事等、家庭の状況や考え方、
障害の状況によって違ってくると思われます。
それらの場所の支援者に、障害の子がどのように過ごしているか。そこで大
切にしていること、現在の課題について語ってもらいます。
＊障害のあるなしにかかわらず、広く保護者、指導員の参加をお待ちしてい
ます。障害のお子さんたちが学童でどのように過ごしているか、また地域で
どんな活動や支援があるのか、だれも無関心ではいられない大切な学びにな
るはずです。

（おすすめ度：はじめての方★★★、保護者★★★★、指導員★★★★★）

第７分科会 楽しい保護者会
◎講師：小保方則充さん（横浜学童保育連絡協議会 会長）
保護者は、子どもをあずける受益者であると同時に、学童クラブの運営に

参画しなくてはクラブそのものが成り立たない側面があります。けれども
「保護者会って本当に必要なの？」、「保育料を払ってまで活動する意味は？」
という疑問を抱えることもありますよね。こんな疑問を抱えながら、保護者
会に参加するって楽しくないですよね。
この分科会では、保護者会（父母会）の役割や必要性を確かめ合いながら

少しでも楽しく保護者会を実践できるように、悩みを出し合いながら、交流
しましょう。

（おすすめ度：はじめての方★★★★★、保護者★★★★★、指導員★★★）

第８分科会 子どもの安全なケータイ・スマホの使い方
～インターネット、ゲーム、SNS等と上手に付き合うために～

前半はKDDIスマホ・ケータイ安全教室の講師にお越しいただきます。子ど
もがケータイ・スマホを使うときに、子どもたちに起こりやすいトラブル事
例を紹介し、コミュニケーションアプリ、オンラインゲームとの付き合い方、
トラブル対処の方法の講義をしていただきます。GPS、「無料」のアプリ、
生活習慣の乱れなど、様々な観点からの講義になります。後半は講義の内容
を振り返り、家庭の内外でどのようなルールやマナーが必要かということを
考えていきたいと思います。

（おすすめ度：はじめての方★★★★★、保護者★★★★★、指導員★★★）



第９分科会 自分で守る、心と身体の健康

～合気道の体験を通して一緒に考えてみませんか？～

日々の生活に追われて、自分の身体のことをおろそかにしていませんか？
この講座では、合気道を体験しながら、とっさの時の受け身の取り方やかわ
す・よけるという考え方、普段からの姿勢の大切さなどを学びます。
また、その中で物事に対する考え方にも意識を向け、心の健康についても一
緒に考えていきます。
◎講師：沖山 貢一さん（合気道六段）
◎対象：大人（保護者・指導員等）お一人で参加出来ます。
※今回は子どもは参加出来ません。
ぜひ参加した方がご家庭や学童に持ち帰り、伝えてあげて下さい。

◎定員：２０名程度（希望者が多い場合は抽選になります。）
抽選は1/18に行い、結果をクラブにお知らせします。

◎ジャージなど動きやすい服装でお願いします。（スカート、ジーパン不可）
◎汗拭きタオル、水分補給の水等をご持参下さい。

（おすすめ度：はじめての方★★★★、保護者★★★★★、指導員★★★）

第10分科会 親子で観たい、子どもに観せたい映画の上映会
◎上映映画『ランドセルゆれて』 中山節夫 監督
子どもたちは、ランドセルの中に色々な「物」や「思い」を詰め込んで学

校から帰ってきます。そんな子どもたちを「おかえり」と受け入れる場所、
それが学童保育です。この映画は、そんな学童保育の日常から生まれました。
映画を通して、子どもが育っていくために必要なこと、大切なことは何か、

一緒に考えましょう。
また、上映後は、6～10名のグループで意見交換会を行います。各学童で

の現状を話し合い、様々な実情があることをご理解頂き、ご自身の保育や、
学童保育現場の改善に役立つヒントを見つけてみましょう。

（おすすめ度：はじめての方★★★★★、保護者★★★★★、指導員★★★★）

第11分科会 プレイランド★２０１８ 〜手作り楽器のコンサート 〜
家庭にあるものをリサイクルして手作り楽器を作ります。

とても簡単な打楽器や、音階を奏でる楽器まで、低学年から高学年まで楽しめます。

工作が終わったら、作った楽器でリズム遊びや演奏会をしましょう。

◎午後の学童保育もかねています。

◎定員は50名程度の予定です。

◎当日は動きやすい＆汚れても構わない服でいらしてください。

第12分科会 親子で学ぶ動物のいのち（野毛山動物園）
普段は聞くことのできない、動物園の飼育員さんのお話や動物の骨格標本
（レプリカ）等を使った楽しいイベント。
※小動物との触れ合いは、鳥インフル等の感染予防のため行いません。
◎定員：親子限定15組・30名（希望者が多い場合は抽選になります。）

抽選は1/18に行い、結果をクラブにお知らせします。


