
第1回 おゆみ野子どもまちづくりクラブ
2012年 4月 14日(土) 午後 2時 鎌取コミュニティセンター サークル室に集合

参加資格 おゆみ野在住の小学生 年会費 8000 円（鎌取 CC 使用料・通信費・材料費・保険）

活動日 毎月１～２回 （第二土曜日を予定していますが変更することもあります）

問合せ＆申込み

平田 e-mail: oyumino_kodomo@hotmail.com

詳細は、ホームページでご覧になれます。「おゆみ野探検」 http://www6.plala.or.jp/tanabehp/

（参考）昨年度の活動です

活動内容 場所

4/1６ 開校式 顔合わせ 手話 おゆみ野カルタ 鎌取 CC

5/14

5/21

5/29

フラワーアレンジメント（母の日プレゼント）

遊歩道花の苗植え

『ほたるの道しるべ』準備（タケキリ）

鎌取ＣＣ

中の道遊歩道

泉谷公園

6/4・5 夜 『ほたるの道しるべ』 泉谷公園

7/17 おゆみ野の森で流しそうめん おゆみ野の森

8/13 「夏祭り参加」 駄菓子屋さん（販売体験） ゆみ～る前

9/18 バームクーヘン作り おゆみ野の森

10/8 オレンジリボンキャンペーン（リボン・メッセージカード作り） 鎌取 CC

11/3

11/5

11/12

おいもほり

遊歩道花の苗植え

スイートポテト作り

市原の畑

中の道遊歩道

鎌取 CC

12/17

12/18

12/23

オレンジリボンキャンペーン（こみこんまつり）

こみこんまつり参加

クリスマスケーキ作り

鎌取 CC

鎌取 CC

鎌取 CC

1/14

1/15

きぼーる探検（子ども交流館・科学館）

おゆみ野の森でお餅つき

きぼーる

おゆみ野の森

2/18・19 コミュニティーセンターまつり 鎌取 CC

3/17 お別れピザパーティー中学進学のお祝い予定 鎌取 CC

子どもまちづくりクラブの目的は？

今、子どもたちにとって大切だけれど欠けているものは、コミュニケーション能力と生活体験です。

そこで、この地域の子どもたちに、さまざまな体験と交流の場を提供しようというのが、このクラブ

の目的です。

子どもまちづくりクラブの方針は？

子どもたちにも企画できるような活動を積極的に取り入れ、さまざまな年齢の人々と関わることに

より、活動や考え方の幅を広げます。

4月１4日の予定

開校式

顔合わせゲーム ルート探検

★1 年間の計画、クラブの目的、簡単

なルールについて考えます。

見学もご自由にどうぞ！

2012年度の活動予定

地域行事への参加 楽器演奏や楽器

作りにチャレンジ！料理して楽しく

食べよう！勾玉作り 自然体験 そ

の他、子どもたちと話し合って活動内

容を決めていきます。

HP 掲載用に一部修正しています



加入申込み書

①子どもまちづくりクラブに参加します。

参加者氏名

住所 〒

電話番号／ファックス番号／緊急時の連絡先

TEL ―

FAX ―

緊急時の連絡先

生年月日 年 月 日生まれ

学校名＆学年

学校 年 組

保護者氏名

②ボランティアができます。

氏名

住所 〒

電話番号／ファックス番号／携帯電話番号

TEL ―

FAX ―

携帯電話番号

個人情報につきましては、当活動以外では使用しません

2011 年度の活動

連絡&問い合せ先

〒266-8799 千葉緑郵便局私書箱 46 号

おゆみ野子どもまちづくりクラブ

平田

e-mail：oyumino_kodomo@hotmail.com

２０１２年度版

歴史ワークショップ

・ お餅つき

自然ワークショップ

・ 遊歩道ガーデンつくり

・ おいもほり

チャレンジワークショップ

・ オレンジキャンペーン参加

・ 地域のお祭り参加

・ 蛍の道しるべ

・ 流しそうめん

お楽しみワークショップ

・ ハンドベル演奏

・ クリスマスケーキ作り

・ バームクーヘン作り

・ ピザ作り

・ フラワーアレンジメント

・ スイートポテト作り

２０１２年度の主な活動予定

古代料理・史跡ウォッチング

木の名札つくり・街かどガーデン

音楽会・ダブルダッチ・お祭り参加

地域行事への参加

その他、子どもの意見を聞きながら

企画していきます。

HP 掲載用に一部修正しています



子どもまちづくりクラブの目的は？

学校 5 日制となって、土日の過ごし方が、社会的な

テーマとなっています。また、子どもたちのコミュニ

ケーション能力や、生活体験の機会の貧しさも久しく

問題となっています。このような状況は、新しい町お

ゆみ野に育つ子どもたちにもあてはまります。そこで、

この地域の子どもたちに、さまざまな体験と交流の場

を提供しようというのが、このクラブの目的です。

子どもまちづくりクラブの方針は？

まちづくりとは、地域と主体的に関わりながら、人

と人との優しい絆を結んでいくことです。

そこで、子どもたちにも企画できるような活動を積

極的に取り入れていきたいと思います。また、さまざ

まな年齢の人々と関わることにより、活動や考え方の

幅を広げるよう努めます。

いつから始まったの？

2002 年 4 月に発足しました。新しく生まれた活動

です。したがって、これからみんなで作り出す楽しさ

と大変さがありますが、その試行錯誤の中で、コミュ

ニケーションが深まります。

誰が関わっているの？

保護者会活動や地域活動をしてきた大人たちが中

心になって、自発的にこのクラブをつくりました。

呼びかけに応じて、名乗りをあげてくださる方々も

増えています。すべてボランティアです。また、この

地域の事業者の方々にもご協力をいただいています。

このクラブは、子どもたちに活動の場を提供しつつ、

ここに関わる大人たちのつながりも作っていきます。

子どもまちづくりクラブの「きまり」は？

大人のきまり

○保護者

・ 子どもの入退会の手続をする。

・ 会費を払う。

・ 子どもの活動を応援する。

○ボランティア

・ クラブの活動に積極的に関わる

子どものきまり

・ あいさつをする

上記以外は、集まった子どもたちにより、順次決

めていきます。

活動の資金は？

参加者の活動に対する部屋の使用料（今年度より）

と保険、通信の発送費用、材料費は、年会費によって

賄います。

全体で使用する資材等は、助成金で準備しました。

賛助団体や賛同個人からの賛同会費も充てています。

活動場所は？

○ 鎌取コミュニティセンター

話し合いや雨天時の室内活動に使用

○ 遊歩道や公園

ハイキング、おゆみ野探検、

バリアフリーチェック、公園の花植え

○ 学校施設

○ その他

おゆみ野の史跡（古墳や貝塚）めぐり、

文化財センター、おゆみ野の森

今までの活動内容

主な活動は、その都度話し合って決めました。そし

て、具体的な活動内容が決まり次第、別途お知らせし

ました。下記の HP の「子どもまちづくりクラブ」の

コーナーに情報・活動を掲載しています。

千葉おゆみ野探検 http://www6.plala.or.jp/tanabehp/

会員の要件

この活動は、子どもたちの安全を図るために、会員制

とします。

☆子ども会員：小学校 1 年生から 6 年生まで

年会費 8,000 円

会員外の参加は 1 回 500 円と材料費(200 円～)

を頂きます。

☆賛助会員：この会の主旨に賛同する個人又は団体

年会費 個人 一口 1,000 円

団体 一口 5,000 円

☆ボランティア会員：中学生以上の個人又は団体が、

関われる範囲で、活動を応援する。年会費 無料

すべての会員には、子どもまちづくりクラブの情報を、

定期的にお届けします。

ワークショップ

T シャツアート

墨絵

点字体験

おゆみ野カルタ

勾玉つくり

火起こし体験

ハンドベル

ピザ作り

土器作り等

しめ縄作り

ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝ

4~５月 土と親しむ

6 月 花や苗の植付け

8 月 スイカ割り

7~9 月 草取り

11 月 さつまいも収穫

12 月 春の花の植付け

まちづくり

11 月 公園ウォッチング

8 月＆11 月＆2 月 地域の祭りに参画


