
広島県民会
議では、こんな事業をやっています！広島県民会
議では、こんな事業をやっています！広島県民会
議では、こんな事業をやっています！広島県民会
議では、こんな事業をやっています！広島県民会
議では、こんな事業をやっています！

（社）青少年育成広島県民会議

あいさつ・声かけ運動P6

中学生による
「少年の主張」広島県大会

P7

青少年を支える人づくり
「青少年育成カレッジ事業」

P4 小学生の夢をかなえる
「夢配達人プロジェクト推進事業」

P3

公益社団法人への移行を目指して検討委員会を開
催し、準備を進めています。

市町民会議ネットワーク会議
（前期・後期）の開催
県内の市町民会議や関係機関・団体が連携し、青少年育成全般に
ついて研究します。

P7

環境浄化活動
IT など各種情報メディアに関する理解の促進を図るための出
前講座。地域リーダーによる社会環境等のモニター調査を実施。

P6

青少年育成情報ネット「ゆっぴーネット」
子どもの体験活動などを紹介しています。
※掲載情報を随時募集しています。

P6



　当県民会議では，優れた行為のあった青
少年及び地域において自主活動を積極的に
続けておられる青少年育成功労者・団体の
表彰を行っています。
　平成２１年度青少年育成広島県民会議会
長表彰を受賞された方々は次のとおりです。
（敬称略）

青少年育成
広島県民会議表彰

青少年

青少年育成功労者

青少年育成功労団体 模範活動団体

2

江口奈々美（広島市） 小河　典子（東広島市）藤田　佳子（三原市）鶴田　愛美（三原市）

石井　由美（広島市） 平坂美智子（広島市）德弘　親利（広島市）東儀　敬哲（広島市）

堀田　義弘（広島市） 川本　妙子（広島市）大倉　　功（広島市）森川　泰次（広島市）

辻　　秀司（広島市） 髙橋　直嗣（広島市）浅田　洋司（広島市）吉岡　要子（広島市）

木戸　清美（広島市） 林　　正武（広島市）竹内　　章（広島市）小松　幸則（広島市）

楠部　勝海（広島市） 大原　　靖（広島市）藤井　良治（広島市）冨金原和広（広島市）

山下　義夫（広島市） 香川　忠弘（尾道市）大本　孝人（尾道市）浅岡　正行（広島市）

田頭　三弘（尾道市） 原田　　勇（尾道市）中野　賀子（尾道市）高橋晋一郎（尾道市）

津田　正臣（福山市） 山根　　敬（府中市）小林　常久（府中市）石岡　　壽（府中市）

出羽　一則（三次市） 立野　義男（大竹市）法蘓　朴子（庄原市）長曽　守人（庄原市）

礒部　　正（東広島市） 田中　房人（安芸高田市）尾川　容子（安芸高田市）茶木　冨夫（東広島市）

五剣会五月が丘支部
スポーツ少年団（広島市）

ＮＰＯ法人 日本空手松涛連盟
広島県糸崎支部（三原市）

ＡＩＣＪボランティア・グループ
（広島市）

坂町体育協会剣道部
（安芸郡坂町）  走島中学校生徒会（福山市）

大倉満千枝（安芸太田町）

久佐剣道教室（府中市）

      
 受賞おめでとうございます。

      
 受賞おめでとうございます。



広島県内の小学校２７３校、応募件数３，３１３件の中から選ばれた８つの「夢」が
叶いつつあります。

一歩いっぽ！一歩いっぽ！一歩いっぽ！

大学生に天体望遠鏡の
使い方を教わる子どもたち

集中して作業する
子どもたち

練習に励む
子どもたち

手話劇の練習をする
子どもたち

雲月山を
フィールドワークする一行

広響の楽団員に
夢を伝える応募者

手話劇の練習をする
子どもたち

大学生に天体望遠鏡の
使い方を教わる子どもたち

雲月山を
フィールドワークする一行

広響の楽団員に
夢を伝える応募者

初めての田植えに
チャレンジ！！
初めての田植えに
チャレンジ！！

集中して作業する
子どもたち

練習に励む
子どもたち

みんなに夢を
呼びかけている応募者

みんなに夢を
呼びかけている応募者

3

応募者名 所属 学年 夢　の　概　要市町名

※応募者名：二段書の場合、上段がグループ名、下段が代表者名　（所属・学年は応募当時のもの）
※取組み状況は当県民会議のホームページで随時紹介しています。　⇒http://www.hiro-payd.or.jp

宇 品 東 小 ４広　島　市 手話を教えてもらい、耳の聞こえない人や地域の人に、手話
で紙芝居や劇をしたり、「手話ニュース」に出たい。

さっちー＆つばさ

須　波　小 ６三　原　市

平成２０年度に選ばれた「夢」

田んぼ名人に手伝ってもらい皆で田んぼを作りたい。

樹　徳　小 ６福　山　市 プロのオーケストラに手伝ってもらいオーケストラ＆ブラスの皆
で演奏するという夢をかなえたい。

西谷　琴海
にしたに       ことみ

樹徳ジュニアブラス
じゅとく

三 ツ 城 小 ５東 広 島 市 たこ作り名人に手伝ってもらって、みんなで日本一でかい凧を
作って、たこあげをしたい。

熊野第四小 ６熊　野　町 小学校の体育館にプラネタリウムを作りたい。

加　計　小 ６安芸太田町 万華鏡作りの名人に手伝ってもらい巨大万華鏡を作りたい。

雲　月　小 ５北 広 島 町 カメラマンに手伝ってもらい雲月山の植物の写真集を作りたい。

東　野　小 ６大崎上島町 踊り名人に手伝ってもらい、町内の３小学校と、来春統合する
中学の生徒全員が踊れるような踊りを作りたい。望月　友和

もちづき      ともかず

淀渕　可菜
よどぶち         かな

小野川月穂
おのがわ   つきほ

山口　雅人
やまぐち       まさと

國信　友希
くにのぶ        ゆき

谷口　都和
たにぐち       ひより

うづつき

みつじょう

山下聖乃・後藤　羽
やました つばささとの ごとう

夢配達人
プロジェクト
推進事業



青少年育成カレッジ
総合講座の受講者を

しています。
募集
青少年育成カレッジ
総合講座の受講者を

しています。
募集

男　　・　　女 年齢

ふりがな

申込書
登録No（初めての方は不要）

〒　　　　ー

11/28 午前

11/28 午後

名　前

住　所

受　講
希　望

※希望のところに○印をお願いします。
　半日のみの受講も可能ですが、申し込み多数の場合、
　１日受講する方を優先します。

子どもの成長に自然は重要であると言われてい
ます。開発・都市化によって自然が失われつつ
ありますが、都市の中にも小さな自然はあり、
私達に癒しや感動を与え、環境問題を考えるきっ
かけとなっています。本講座では、子どもたちが
自然について気づき・驚き・考えることの意義
を学ぶと同時に、実際の自然（体験）学習に活
用できる知識の提供を行います。

プログラム

午 

前

青少年育成と自然体験学習
准教授　藤井　浩樹

県立広島大学人間文化学部国際文化学科10：10
～11：10

身近な環境問題
教　授　三好　康彦

県立広島大学生命環境学部環境科学科11：20
～12：20

午 

後

身近な帰化植物とアレロパシー教　授　猪谷　富雄
県立広島大学生命環境学部生命科学科13：20

～14：20

身近な花達から見える世界
教　授　入船　浩平

県立広島大学生命環境学部生命科学科14：30
～15：30

県立広島大学広島キャンパス
１号館 ２階 1239 講義室
（広島市南区宇品東一丁目 1－71）

ところ

平成 21年度　第1回テーマ
―  青 少年と自然環境  ―

とき

4

平成２１年１１月28日（土）

平成 21年度第２回は、１月９日 (土 ) に開催します。
テーマは「情報化社会を生きる子ども達」を予定しています

11/28 時　間 講 師（敬称略） 内　　　容

㈳青少年育成広島県民会議　〒730-8511 広島市中区基町 10-52　FAX：082-511-2173
県民会議ホームページからも申し込みができます。URL:http://www.hiro-payd.or.jp/

申込先

 定 員 ７ ０ 名 程 度 （ 定 員 に な り 次 第 締 切 り ま す ）



「コミュニケーション力」を高めるために
人とつながる力

「コミュニケーション力」を高めるために
人とつながる力

「コミュニケーション力」を高めるために

プロフィール
１９５５年生まれ。７８年東京大学経済学部卒業後（株）リクルート入社。
東京営業統括部長、新規事業担当部長などを歴任。９３年からヨーロッ
パ駐在、９６年から同社フェロー。０３年４月から５年間、都内では義務教
育初の民間人校長として杉並区立和田中学校校長を務める。０８年、
橋下大阪府知事から教育分野の特別顧問を委託される。
著作などの紹介は「よのなかnet」http://www.yononaka.netで。

広島県の青少年の
マスコットゆっぴー

大会プログラム
開　　　会 青少年健全育成功労者等県知事表彰

「家庭の日」に関する作品の県知事表彰13:00

私たちの活動発表
夢配達人プロジェクト

推進事業から

「広島交響楽団に手伝ってもらってオーケストラと演奏したい !」
福山市立樹徳小学校のブラスバンド演奏・発表

「カメラマンに手伝ってもらい雲月山の植物の写真集を作りたい !」
北広島町立雲月小学校の写真展示

13:45

講　　　演 人とつながる力「コミュニケーション力」を高めるために
藤原  和博氏14:20

閉　　　会15:40

広島県民文化センター
（広島市中区大手町 1-5-3）　TEL 082-245-2311

ところ

13：00～15：40

社団法人青少年育成広島県民会議主催

どなたで
も参加で

きます！入場無料

平成 21年度

5

とき 平成２１年１１月１５日（日）

人とつながる力講演：

青少年育成県民運動推進大会

杉並区立和田中学校・前校長
大阪府知事特別顧問／東京学芸大学客員教授

藤原 和博（ ふじはら かずひろ ）

講

　師

みなさん

おいでくだ
さい！！

みなさん

おいでくだ
さい！！

みなさん

おいでくだ
さい！！



登下校時、学校内などで
あいさつをしましょう。

大人も子どもも、まずは、
あいさつからはじめましょう。

※行政機関が実施する学習会は対象外です。

無
料

6

　近年、インターネットや携帯電話をめぐる様々な問題
や事件が生じています。
　しかし、これらのメディアに関する大人の理解は十分
ではありません。
　大人が正しく理解することによって、子どもに対応し
ていくことが急務と考えます。

　「自然体験をしてみたい」「ものづ
くりにチャレンジしてみたい」「科
学実験をしてみたい」など、子ども
の好奇心を育て、活動を支援する青
少年育成情報サイトです。
　是非、一度のぞいてみてくださ
い！

基本的な生活習慣の一環と
して「おはよう」「おやすみ」
「いってきます」「いってらっ
しゃい」などの声かけをし
ましょう。

身近な地域社会で 学校生活の中で

毎日の生活の中で

インターネット・
携帯出前講座

あいさつ・声かけは、コミュニケーションの第一歩です！！

子どもたちが安全に、安心してインターネットを使うために。

In
te
rn
et
 S
ec
ur
it
y

co
m
m
un
ic
at
io
n あいさつ

・

声かけ運
動

の実施

11月は
全国青少

年健全育
成強調月

間

　派遣を希望される団体は、事前に当県民会議にご相談
ください。県民会議では、学習内容によって講師を選定
し、派遣します。

講師を
派遣
します！

ク
リ
ッ
ク

ゆっぴーネットゆっぴーネット

http://www.hiro-yuppy.net

子どもが楽しんで参加できる体験活動情報が満載！！子どもが楽しんで参加できる体験活動情報が満載！！

掲載情報も随時募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。

掲載内容
●こどもの体験活動情報
●青少年育成活動をしている団体情報
●保護者・育成者対象の催し
●青少年育成活動ボランティアの募集
　情報　など
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啓発ビデオ
新入荷！！
啓発ビデオ
新入荷！！
啓発ビデオ
新入荷！！

上映時間
２０分

● 総合コーディネーター
常磐大学大学院教授　吉永　宏　氏

● グループ協議
「青少年育成県民運動実践委員」を中心に５グループに分
かれ、地域で直面している最優先課題について話し合い、
個々の地域の実情に合わせて具体的に何ができるか、ど
うアクションを起こしたらよいかなど、書き出し、取組
みのキッカケ作りをしました。

平成２１年６月２７日（土）、県庁講堂にお
いて「市町民会議ネットワーク会議（前期）」
を開催しました。

● 参加対象者
市区町民会議会長・
事務局長・関係者、
当県民会議役員、青
少年育成県民運動実
践委員

● 主な内容
○ＰＴＣ・JC・子育てグループなど支援を必要とする若
　い人の参加を促進する。
○同じ人に役割が集中しがちなので役割分担が必要。
○今考えているアクションをしてみます。
○各種団体の長が集まって情報交換できる場を作り、ネッ
　トワークを構築する。
○老若男女、一緒になって楽しく学べるような事業を行
　うことによって、青少年問題に関心を深めてもらい、
　会員の意識を高める。
○縦割りで同じような組織が多数見受けられるので整理
　が必要。　

　以上の内容が後期までにどれくらい実践されているか
が楽しみです。

市町民会議
ネットワーク会議報告

キーワード＝自分は何をするのか

小学生のわくわくボランティア
ー楽しい活動大発見ー

小学生にできるボランティア活動はたくさんあ
ります。活動を通して、様々な人と出会い、多
くの体験や喜びを得て、自分のできることに気
づいていく小学生をとらえ、ボランティア活動
の意味をわかりやすく伝えます。

みんなでやろうよ
小学生のボランティア活動

町の中で自分のできることを見つけ、ボランティ
ア活動を始めた小学生たちを紹介しています。
自分の興味や関心のあることや得意なことをい
かすことで活動がより楽しくなることが分かり
ます。

親子で学びあう
ボランティア活動

親子でボランティア活動に取り組
む家族が増えています。親と子が
同じ活動をともにする魅力はどん
なところにあるのでしょうか。い
ろんな分野で活動する親子の姿を

通して、ボランティア活動の魅力と意味を考えます。

地域でボランティア学習

ボランティア学習は、人や自然とのふれあいを通して、社会
や暮らしの課題を知り、今の自分に何
ができるか、将来何ができるかを探る
社会体験学習です。この作品は、一人
の中学生が夏休みに体験した、地域で
のボランティア活動を紹介しています。

上映時間
２０分

上映時間
２０分

上映時間
２０分

貸出無料

他にも啓発ビデオがありますので、
当県民会議のホームページをご覧ください。

日　時

場　所

１２月１２日（土）１３：３０～１６：３０

国保会館　TEL 082-554-0770
（広島市中区東白島町19-49）

～後期のお知らせ～
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国際ソロプチミスト広島・広島県遊技業協同組合・
（財）広島青少年文化センター・広島清流ライオンズクラブ・
全日空・日本航空・広島ロータリークラブ・
広島南ロータリークラブ・広島東ロータリークラブ・
広島東南ロータリークラブ・広島北ロータリークラブ・
広島西ロータリークラブ・広島中央ロータリークラブ・
広島陵北ロータリークラブ・広島安芸ロータリークラブ・
広島城南ロータリークラブ・広島廿日市ロータリークラブ・
広島安佐ロータリークラブ (敬称略 )

　当県民会議に寄付・協賛をいただいた個人・企業・団
体の皆様をご紹介します。

　当県民会議では、青少年の健やかな成長を願って様々
な活動を行っています。その活動資金として、各種会員
の皆様から温かい御支援をいただいております。
　引き続き会員を募集しておりますので、御協力のほど、
よろしくお願いします。

各種会員の募集ご厚情に感謝申し上げます

熊田　富郎

みはらみはらみはら
県民ウオーク県民ウオーク県民ウオーク県民ウオーク と　き

ところ

会員の種別
●賛助会員（年会費 1口 )

広島銀行県庁支店（普）0233251
㈳青少年育成広島県民会議

1,000 円 10,000 円個人 団体

●正 会 員（年会費 1口 )

3,000 円 5,000 円個人

振込先

企業・団体

問い合わせ先

個　　　人

団体

inみはら
家
族
や
地
域
、

み
ん
な
で
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り
！

市長と歩こう！健康ウオーキング大会

１１月２２日（日）受付８時から

スタート
１１時から

三原市佐木島
コース
参加費

１０km・５km・２kmの３コースから選べます。
ウオーキング以外にも、島の特産
品の試食や、コースで健康づくり
や運動の専門家から気軽に助言を
受けることができるなど、お楽し
み企画も満載です。

広島県健康福祉局健康増進室
（ひろしま健康づくり県民運動推進会議事務局）

電話：082-513-3076

どのコースでも５００円（小学生以下無料）

１０km 5km
2km１０時から

発行（社）青少年育成広島県民会議
〒730‒8511　広島市中区基町 10‒52
広島県環境県民局県民活動課内

TEL  082‒513‒2742　FAX  082‒511‒2173
 http://www.hiro-payd.or.jp

青少年の非行・家庭内暴力や交友関係の問題等について

広島県西部こども家庭センター
広島県東部こども家庭センター
広島県北部こども家庭センター

（上記4機関とも祝日・年末年始を除く）

青少年のための
相談機関

お気軽に
ご相談下さい！

（三原港で受付⇒　　　　　　　で佐木島へ）無料送迎船

●広島県立教育センター  
いじめや友人関係などについて


