
守山市子ども会連合会 

 

事務局所在地    524-8585 守山市吉身二丁目５番 22 号 

            守山市教育委員会事務局生涯学習課内 

             TEL 077-582-1142  FAX 077-582-9441 

 設立年月日     昭和 30 年４月１日 

単位子ども会数   80 単位 

子ども会会員数   就学前  男  43名   女  41名 

           小学生  男2 , 3 7 8名   女2 , 3 1 9名 

           中学生  男  13名   女  34名   総計4, 8 2 8名 

 指導者・育成者   2 , 1 8 4名 

 役員数       35 名 

 

 

守山市子ども会連合会活動方針 

 

中核目標    すばらしいまち もりやまを みんなでつくろう。 

スローガン   21世紀のたくましい“ 守山っ子 ”を育てよう。 

子どもの自主性を活かす 子ども会活動を推進しよう。 

基本方針     完全学校週五日制の実施や今日の社会状況などから、地域で子どもを

育てることがますます重要となっています。そこで、地域の子どもの全

員参加をめざしながら、遊び・友情・信頼・団結をモットーに、地域を

基盤とした異年齢の仲間集団である単位子ども会育成のために積極的な

支援を行います。 

また、子ども会活動が、子どもの意見が反映された「子どもの手によ

る子ども会」の運営へと発展するよう、指導者およびジュニアリーダー

を発掘・育成するとともに、子ども会指導者連絡協議会の充実・他の社

会教育関係団体との連携を深め、未来にはばたく「たくましい 守山っ

子」を育てるための子ども会活動を推進します。 

重点目標    「子どもの手による子ども会」の実現に向けて 

＊ 地域の子どもの全員参加。 

＊ 子どもが思いっきり力の発揮できる活動の展開。 

＊ 地域の指導者の発掘とジュニアリーダーの育成・援助を行う。 

＊ 安全会の充実と安全教育の研修を推進する。 

 

 



守山市子ども会連合会 事業計画 

 

本部事業 関連行事 
月 

日 事業内容 日 行事内容 

３ 14 理事会・指導者連絡協議会   

４ ５ 

８ 

23 

理事会・指導者連絡協議会 

前期総会 

安全会受付ならびに研修会 

 各単位子ども会総会 

各学区子ども会総会 

５ 13、14 

中旬 

子ども会インリーダー研修会 

理事会・指導者連絡協議会 

  

６ 上旬 

下旬 

理事会・指導者連絡協議会 

理事会・指導者連絡協議会 

３ 

10、11

25 

県子ども会連合会総会 

市スポーツカーニバル 

湖南ﾌﾞﾛｯｸ子ども会指導者育成者研修会 

７  子ども会地区水泳 ８ 

16 

中学生広場 

第 25 回野洲川冒険大会 

８  

20～22 

子ども会地区水泳 

子ども会上級ジュニアリーダー研修会 

７～９

19 

近畿地区子ども会ジュニアリーダー大会 

守山市人権・同和教育研究大会 

９ 上旬 理事会・指導者連絡協議会 ８～10 守山のひまわり展 

10 上旬 理事会・指導者連絡協議会 ９ 

15 

28、29

守山市民スポーツ大会 

滋賀県子ども会連合会 40 周年事業 

滋賀県人権教育研究大会 

もりやま環境フェア 

11 上旬 理事会・指導者連絡協議会 ５ 

12 

守山市青少年育成大会 

県子ども会安全教育研修大会 

12 上旬 理事会・指導者連絡協議会 ２、３ 近畿地区子ども会育成研究協議会 

ほたるのまち守山ハーフマラソン 

１ 末日 平成 19 年度市子連役員報告〆切  各単位子ども会役員選出会議 

県子ども会連合会人権学習会 

２ 上旬 

中旬 

17 

理事会・指導者連絡協議会 

理事会・新役員選出会議 

後期総会 

  

３  市子連引継ぎ 11 野洲川ファミリーマラソン 

各学区子ども会総会・引継ぎ 

各単位子ども会総会・引継ぎ 

 



子ども会連合会 【組織図】 

 

 

 

滋賀県子ども会連合会（県子連） 
 

  

 

  

  

湖南ﾌﾞﾛｯｸ連絡協議会 
県指導者会 

守山市指導者連絡協議会 

 

 

  

 

 

  

 
守山市子ども会連合会（市子連） 守山市教育委員会 

生涯学習課 

  
守山学区・吉身学区・小津学区 

玉津学区・河西学区・速野学区 

中洲学区 

  

青年リーダー 

ジュニアリーダー 

指導員（育成者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位子ども会育成会 

８０単位（18年度） 

 

  

 

  

 

子どもの会（自主活動） 

班活動・サ－クル活動など 

 

 

 

 

 

 



守山市子ども会連合会のあゆみ 

 

1957年 （昭和 32 年） 守山町子ども会指導者協議会として発足 

1967年 （昭和 42 年） 10 周年記念 

1970年 （昭和 45 年） 守山市子ども会指導者協議会 

（市制移行により改名） 

1977年 （昭和 52 年８月 21 日） 20 周年記念事業開催 

1987年 （昭和 62 年） 30 周年記念 

1997年 （平成９年） 40 周年記念 

2007年 （平成 19 年） 50 周年記念（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子ども会活動について  

 

 

 

１ 子ども会とは 

(1) 同じ地域に住む子ども仲間であること 

(2) 楽しい仲間づくりのためにみんなで力をあわせること 

(3) 遊びをもとによい生活習慣を身につけること 

 

２ 子ども会活動の実例 

(1) 仲間づくりの活動 

あいさつ運動・約束を守る（ルールづくり） ・送る会 ・迎える会 

(2) 身体を鍛え、楽しく遊ぶ活動 

ラジオ体操・球技大会・キャンプ・ハイキング・レクゲーム 

(3) 楽しさ・明るさを引き出す活動 

クリスマス会・子ども文庫・文化祭・読書・映画会 

(4) 安全のための活動 

カルタ会・交通教室・通学路遊び場の安全点検・防火防犯活動 

(5) 地域をよくする活動 

公園や遊び場の清掃 自治会行事への参加 

 

３ 子ども会役員の任務 

(1) 年間行事計画（予算計画）を立てさせる 

(2) 全員安全会に加入すること 

(3) 行事を楽しく、事故無く終えるために十分に安全対策を講ずること 

(4) 各行事に対する記録（感想）と反省を行わせる 

(5) 会議や研修には積極的に参加し、情報交換を深めること 

 

４ 安全委員の役割 

(1) 子ども会の計画の安全チェック 

(2) 子ども会活動に参加し実態をよく見る 

(3) 安全教育の推進と事故処置等の心構え 

 



８月子ども会上級ジュニアリーダー研修会

後期総会ジュニアリーダー活動発表17


