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「３０年後の故郷に贈る～さくら街道～」 

 

平成２７年１０月。松戸市子連は、５０周年事業として、 

「ふくしま浜街道・桜プロジェクト」に参加しました。 

東日本大震災により甚大な被害を受けた福島浜通りに、復興の 

シンボルとして、いわき市から新地町までの１６３キロに２万本の桜

を植えるプロジェクトです。地区ごとに１本、計１３本の桜（ソメイ

ヨシノ）のオーナーになりました。そして今も、さくら街道ではボラ 

  ンティアによる植樹や草刈りなどが続いています。 

各地区の思いを綴ったプレートが付けられた桜は、相馬

市で元気に根付いています。東京オリンピックパラリンピ

ックでは、桜の植えられた街道を聖火ランナーが走りま

す。桜に込められた皆さんの思いが軌跡となって、多くの

人の心に届きますように。 

相馬市の桜並木 

  振り返って感謝 
                 松戸市子ども会育成会連絡協議会 

                    会長 杉浦 誠一 

 

 我が子との係わりを、ソフトボール監督として過ごして以来今日に到るまで、

三十数年間の永きに渡り子ども会に携わって参りました。地区予選会を勝ち抜き

ソフトボール中央大会に出場し、一勝をあげられたこと。 

 小山子ども会育成会で夏のバス旅行で那須へ行き、バスの冷房が壊れてしまい、

まるで蒸し風呂の様になってしまったので、カーテンを閉め切って全員がじっと

して息までこらえて、暑さを堪えて帰ってきたこと。松戸神社神幸祭に松戸地区

連として参加したこと。市子連事業で周年事業や活性化委員会を発足させたこと。

毎月の会議や事業で役員の皆さんの積極的な行動に感銘を受けたこと。東葛地区

会長として、他市との交流を図れたことなど、それぞれの立場の中で子ども会活

動に携わり、全てが楽しい思い出として残っていることに感謝申し上げます。 

 これからも新会長の元で子ども会活動が、充実発展されますことを祈念申し上

げます。 

  

 



明第一地区  栄町西子ども会 
太鼓を叩く子ども達は本当にカッコイイ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町会の皆さん達と盆踊りの太鼓や餅つきなど多くの交

流をしています。月１回程の行事を行うことで、会員の

親睦を深めています。大人がやれば簡単な事もあえて子

どもにやらせることで、責任感や下級生のフォローも出

来るようになります。子どもを信じ任せる勇気を大人が

持つと、子ども達の成長した姿を見ることができるのが

素敵だなと思います。 

 

市子連で、「いいとこさがし」の

冊子を作成しました。見てみた

い方は地区長さんへお声がけく

ださい。 
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平成 31年度に実施した「子ども会いいとこさがし」。 

会員を増やしたい、もっと負担のない運営をしたい、子ども会に

対する思いは様々。そんな中、「お隣の子ども会はどうしている

の？」というつぶやきから生まれたこの企画に、48 の子ども会

から活動の様子を綴った原稿が届きました。 

読み進めていくと、「なるほど」「これいいね」と思う内容がど

のページにも書かれていました。その沢山の「いいとこ」の中か

ら、今回は４つの子ども会の活動の様子をご紹介させていただき

ます。ご協力ありがとうございました。 

明第二地区  稔台第４子ども会 
月に一度の公園掃除のあとに行事を入れて効率よく！ 

 

 

 

 

 

 

 

年間を通して運動会やふるさと祭りなどで町会の方々と

ふれあい、親睦を深めています。冬のお楽しみ会では町

会の方々がグランドゴルフを優しく教えてくださいまし

た。大人も、活動を通じてより仲が深まり、子ども達の

笑顔にふれ、とても幸せな気持ちになります。 

常盤平地区  わかたけ子ども会 
市子連キャンプで覚えた知識で野外クッキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 

 
市子連のキャンプに参加した子ども達に火起

こしや下級生への指導をしてもらい、野外クッ

キング（21世紀の森と広場キャンプ場にてカ

レー作り）をしました。家では危険だからとさ

せていなかった野菜切りも出来て良い経験に

なりました。冬は「かるた大会」にも参加。優

勝目指して年間を通じて練習をしています。 

 

東部地区  和名ヶ谷子ども会 
地域で交流。三世代グランドゴルフ大会。 

おじいちゃん、おばあちゃん達が上手でびっくり！ 

 

 

 

 

 

 

 

お年寄り、父母、子ども達がひとつのチームを作り、

グランドゴルフをしました。地域のお年寄りと子ど

も達が一緒に楽しめる良い機会になりました。子ど

も会行事は、子ども達が自分たちで行っていると感

じられるよう心掛けています。 
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第 ４ ６ 回 

令和になって３日目の５月３日、２年ぶりにこども祭りが開催されました。最長１０日という

大型連休の中日であった為、来場者はいつもより少なめ？と思いきや、実際には 22,000 人と

いう多くの方にお越し頂きました。9 時３０分に消防音楽隊による吹奏楽の演奏が始まり、オ

ープニングセレモニーの後、各コーナーの催しもの、ステージでの発表が始まります。皆さん

の地区の子ども会連絡協議会、青少年相談員連絡協議会、少年補導員連絡協議会の３団体が協

力しあって、この催しが参加した子ども達の交流と親子のふれあいの場になり、松戸の子ども

達に家庭ではできない経験を提供できたらいいな、と思って準備を進めて来ました。皆さんの

心に楽しい思い出を残せていれば、幸いです。 

今回初めて、授乳スペースが設
けられました！赤ちゃんのい
るお母さんにも安心して来場
していただけるようにとの取
組みです。野外イベント時に無
料で貸出してもらえます。 
【問い合わせ先】 
松戸市子育て支援課  
０４７－３６６－７３４７ 

おむつ交換台もあります！ 
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●自分で準備をし、管理をして、考えて行動していてとても良かった。 

●火おこし等、家庭ではなかなか出来ないことを経験できた。 

●普段なかなか接する機会の少ない他行の子達と交流することが出来たのが良かったと思います。 

●知らない子や大人とどう生活して行くのか、社会人になってのコミュニケーション力を養うことができる。 

●親元から離れ、学校とは違う、初めての環境で、すごすことができ、伸び伸びと自分らしく楽しめたようです。 

今年も開催！ 
是非参加して 
ください！ 

一週間前から天候が不順で予測できず、熱中症
対策・雨天対策を行う一方で、ＢＢＱの食材準備
は直前の天候で判断するなどして、開催準備を進
めてまいりました。 幸い出発日は、天候も回復
して予定のスケジュールにて開催できましたが、
中日は強風によりキャンプファイヤーを断念し、
キャンドルサービスに変更して開催致しました。 
準備段階では、市役所・各地区・市子連の皆様

のご支援を頂き、現地では育成部(松戸リーダース
クラブ)のご尽力により、参加した子ども達は、良
い思い出と貴重な経験ができた事と思います。こ
こに、研修部として皆様に改めて御礼申し上げま
す。           【 研修部長 坂 】 

●初日 
出発式 
車内研修 
茨城自然博物館にて貝化石採集体験 
昼食 
手賀の丘自然少年自然の家にて入村式 
オリエンテーリング 
飯盒炊飯、夕食 
ナイトハイク 
班長会議 
入浴、就寝 
 
●２日目 
体操、朝の集い、室内清掃 
朝食（施設食堂） 
ペットボトルロケット製作 
昼食 ＢＢＱ 
スタンツ練習 
夕食（施設食堂） 
キャンドルサービス 
班長会議 
入浴、就寝 
 
 
 

●３日目 
体操、朝の集い、室内清掃 
飯盒炊飯、朝食 
感想文作成 
昼食(施設食堂) 
ウォークラリー 
手賀の丘退所 
市役所到着 
修了証授与式 
解散式 
 

出発式 貝化石採集 

キャンドルサービス 

ペットボトルロケット 

食堂にて食事 

飛べ～！！ 

飯盒炊飯 
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ナッシーと記念撮影 

平成３０年度、台風により中止
となってしまった倉吉市との地域
間交流会。今回は松戸の子ども達

が倉吉市関金町へ訪問し、民泊、
農作業などの体験をし、交流のき
っかけとなった二十世紀梨などに
ついて学び、両市のつながりや自
分が生まれたまち、交流があるま
ちについて考えるなど、貴重な 

  体験をして来ました。 

農業体験 

●３日間おせわになりま 
した。はじめて鳥取にきて、 
わからないことや、不安な 
ことはたくさんありました 
が、福永さんにたくさん 
お世話になったので、 

ＢＢＱなどと 
たくさん交流 
することがで 
きて、とても 
楽しかった 
です。３日間、 
ありがとうご 
ざいました。 
（八雲） 

●２泊３日とてもお世話にな
りました。とても親切にしてく
ださりとても楽しい三日とな
りました。鳥取の子とも仲良く
なれました。とても 
料理もおいしかった 
です。ありがとう 
ございました。（木村） 

●２泊３日とてもお世話になり 
ました。ＢＢＱでは、とてもたの 
しんで食べることができました。 
（きしん） 

●二泊三日とても楽し 
く過ごすことができま 
した。お孫さんとも、 
カードゲームなどで 
一緒に遊んで、とても楽しい
三日間でした。ＢＢＱもぼく
たちのためにたくさん準備し
て下さってありがとうござい
ました。（崇温） 

収穫したよ～ 

お世話になった福永さんへ 

収穫したよ～ 

みんなで流しソーメン 

民泊させてもらいました！ 
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ドッジボールはベスト４に入った４チームどのチーム 

が優勝してもおかしくないレベルの高い試合が見られま

した。印象に残った決勝戦では、息が詰まる総力戦の勝負

を決めたのは、男子低学年の活躍でした。 

全員が力を尽くし、戦い抜いた結果、ソフトボールは

「竜房台」が二連覇。そしてドッジボールも「宙」が二連

覇を果たしました。どの試合にも共通していたことは、試

合に出ている選手もベンチもその後ろの応援席も、みん

ながひとつになっていたことです。『ONE TEAM の精

神は、時代が変わってもずっと変わらないものなのだ』と

その姿が感じさせてくれました。 

頑張る松戸市の子ども達に心からエールを送ります！ 

 

【 ドッジボールの部 】 

優 勝 五香六実地区 宙（おおぞら） 

準優勝 五香六実地区 高柳 

第三位 東部地区   大橋みどり 

    新松戸地区  セプテム 

決勝戦 審判寸評 

素晴らしい接戦でし

た。さすが中央大会

決勝戦。感動をいた

だきました。ありが

とうございました。 

宙 

高柳 大橋みどり セプテム 

令和元年１１月４日。松戸南高等学校グラウンドにお

いて、４５回目の中央大会が開催されました。穏やかな秋

の日差しの中、予選大会を勝ち抜いた、ソフトボール８チ

ーム・ドッジボール１６チームが熱い戦いを繰り広げま

した。 

ソフトボールでは、一回戦からタイブレークの延長戦 

や投手戦があり白熱した試合が展開されました。どの試

合も攻撃・守備ともにハイレベルなゲームでした。 

 

 

選手宣誓 

あの涙は、その人が「本気」でがんばっていたから 

一緒に戦ってくれる仲間がいる。応援してくれる家族が

いる。そう思い一致団結して頑張りました。宙のキャプ

テンになれて、私は幸せです。宙キャプテン 山野 碧 
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【 ソフトボールの部 】 

優 勝 馬橋地区   竜房台 

準優勝 五香六実地区 一文字三組 

第三位 明第二地区  北松戸風の子 

    馬橋西地区  虹の街 

母、コーチの支えと監督の教えのおかげでつかんだ二連覇！ 

団結力とチームプレーで強力打線を抑えられた。チーム全員

が「セクシーソフトボール」を心掛けた。竜球魂を胸に中学

校でも頑張ります。竜房台キャプテン 長友 洋人 決勝戦 審判寸評 

前半は投手戦。竜房台の投手の

投打にわたる活躍が光った。 

竜房台 

一文字三組 

虹の街 

北松戸風の子 

決勝戦は、ソフト・ドッジ両競技にアナウンスが入ります。

選手紹介で名前をコールされた子ども達が、とても誇らしげ

に大きな声で返事をし、そしてちょっぴり照れくさそうにし

ていた表情が素敵でした。お母さん達や監督、コーチの皆さ

んが、とても優しいまなざしと笑顔でその姿を見守っていた

のが印象に残りました。二つの競技で、同時にそんな光景が

見られるのも中央大会ならではですね。 

未来のエースたちの

たのもしい背中！ 

６年生かっこいいなぁ 

次はぼくたちだぞ！ 

頑張っている子ども達を見て

感動を頂くとともに、市子連関

係者はじめ、審判員の方々、監

督・コーチ・保護者の方々、多く

の皆様に支えられ、無事に大会

が開催されたことを改めて感謝

申し上げます。また、思い出に残

る中央大会にしていきたいと思

いますので今後もご支援とご協

力をお願い申し上げます。 

【事業部部長 粟野 充】 

ソフトボール審判員の皆様 

 

ドッジボール審判団の皆様 

 

グラウンド整備 

ありがとうございます 
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令和２年１月１２日(日)松戸商工会議所にて松戸かるた大会が 
開催されました。今年の空札は、『ぬ』。取り札の数が同数の場合、 
この空札を取った方が勝ちとなります。団体低学年 10 チーム、 
高学年 22 チーム、個人低学年 34 名、高学年 34 名の計 164
名のエントリーにて開始した大会を制したのは・・・？  

優  勝   
準優勝  
３  位   

Ｗｉｎｎｅｒｓ 
スカイガールズ 
ぷにぷに大戦争 

日頃は松戸市子ども会の活動にご協力を頂き、ありがとうござい
ます。広報紙を通じて、子ども会の楽しさや素晴らしさをお伝え
できればと思っております。広報紙をご覧になって、作成に興味
のある方がいらっしゃいましたら、ぜひともご協力をお願い致し
ます。広報紙を作成するにあたっては、たくさんの方の協力を得
ましたことを、ここに御礼申し上げます。（広報部長） 

松戸かるた大会は市政５０周年を記念し
て作られた「松戸のかるた」を使用した大
会です。競技方式となりますが、参加者同
士が親睦と友情を深め、郷土の歴史、文化、
産業を理解しながら、郷土愛を育む機会と
し、より良い健全育成の進展をめざすこと
を目的としています。 

Ｊｒリーダーの皆さん、 

ありがとうございます！ 

優  勝   
準優勝  
３  位   

二 ツ 木 Ａ 
樋 野 口 Ｃ 
リトルスターズ 

優  勝   
準優勝  
３  位   

松 田  杏 奈 
永 山  桜 萊 
大谷  こころ 

優  勝   
準優勝  
３  位   

田 口  彩 珠 
大 橋  悠 央 
永 山  凛 桜 
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