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７月は豪雨に見舞われ、北九州市内でも、1 週間のうちに 2 度も休校・閉所となり、保護者の皆

様も急な子どもの預け先に奔走されたことと思います。また、道路の浸水、河川の氾濫やがけ崩れ

による避難勧告の出た地域もあり、子どもの安全対策マニュアル等を改めて見直した学童さんもあ

るかと思います。 

また、福岡県学童保育連絡協議会からの「九州北部豪雨学童保育支援募金」を市連協でも取り組

みます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

『第 37回 北九州市学童保育クラブまつり』に向けて実行委員会がスタートしました。ぜひ親子で

参加して、楽しみましょう！ 

 

 

 

○2017年 6月 25（日） 

○八幡東生涯学習センター 

【絵本のもつおもしろさ～親子での絵本のひとときの魅力 

講師：高木 勲氏】 

午前は、福岡県学童保育研究集会でも好評だった「絵本」の研究家高木勲氏をお迎えし、 

絵本の魅力をたっぷり語っていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定期総会】 

午後から、2016年の活動報告・決算、2017年度の活動方針・予算の提案と滞りなく、終了致しま

した。 

また、新役員体制では、新会長を迎え、役員一同フレッシュな気持ちで頑張りますので今年度も引

き続き、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

北九州市学童保育連絡協議会   
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第 40 回定期総会を開催しました！ 

～感想～ 

絵本は表紙から物語が始まっているということがわ

かりました。 

子どもたちも大きくなって、一緒に絵本を読むとい

う機会が少なくなってきましたが、中学生・高校生に

も良いということで、また、楽しみたいと思いました。 

 講演を聞いて、絵本の見方がかわりました。 

mailto:gakuhoren6000@axel.ocn.ne.jp
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霧丘学童保育クラブ 

新 1年生 31名、全体 93名：3クラス 

毎日指導員を 8名確保するのが大変です。建

物の 1階の半分が倉庫なので、毎日 70～80名

の子どもたちは、2階で生活していてすごい騒

音なのが問題点です。 

 

一枝学童保育クラブ 

新 1年生 21名、全体 75名：2クラス 

今年で 30 周年なので、12 月に 30 周年記念

行事をします。されたことある学童さんは、い

ろいろ聞かせてください。 

 

本城学童保育クラブ 

新 1年生 25名、全体 89名：3クラス 

40 年前、東京の全国大会に行って感動をも

らい、北九州市学童保育連絡協議会を作りま

した。保護者会については、役員以外の保護

者が参加できるようにするにはどうしたら

よいのかと、いつも苦労しています。 

泉台なかよしクラブ 

新 1年生 16名、全体 87名：2クラス 

北九州市より、古い建物を 2階建てにする提

案があったが、90名全員がはいれる部屋を要

望しているところです。 

 

広徳学童保育クラブ 

新 1年生 26名、全体 70名：2クラス 

 毎日の指導員の確保が難しいです。3 年以

上学童に通った児童、OBは、夏休みのみの受

け入れもしています。 

 

東鳴水学童保育クラブ 

新 1年生 21名、全体 47名：2クラス 

父母会があり、父母同士の情報交換の場に

なっています。 

 

高須コミュニティ学童保育クラブ 

新 1年生 27名、全体 117名：4クラス 

学校の余裕教室を借りて、部屋は 3部屋、毎

日指導員を 10名確保し保育しています。 

藤ノ木学童保育クラブ 

新 1年生 16名、全体 54名：2クラス 

施設が狭く、トイレも男女 1つずつで不便で

す。支援児が 7名で、指導員が常時 7名必要で

すが、確保するのが難しいです。 

 

守恒学童保育クラブ 

新 1年生 34名、全体 130名：4クラス 

 指導員 9名体制に苦慮しています。運営と

しては、指導員の資質向上のために勉強して

ほしいと思っています。保護者会を作ろうと

しているところです。 

 

 

萩ヶ丘学童保育クラブ 

新 1年生 30名、全体 80名：2クラス 

今年度より、Aと Bの 2クラスに分けて、指

導員も分けました。会議や研修に、父母も積極

的に参加して欲しいなと思っています。 

 

～各学童の現状や課題～ 

黒崎中央学童保育クラブ 

全体 158名：4クラス 

毎日 9 名体制です。指導員不足に困っていま

す。 

富野児童クラブ 

全体 50名：2クラス 

運営委員長が代わりました。運営委員、保

護者、指導員と一緒に学童の改革をしていま

す。 
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〇2017年 7月 8日（土）9日（日） 

〇広島県広島市 

 

〇内容 ①北九州市報告 学校敷地内の全学童に AED設置 

            保育料減免に向け、北九州市が補正予算化 

            支援員の健康診断受診助成金増額        について 

            食物アレルギー児も支援加配対象に       報告してきました。 

            支援員キャリアアップ処遇改善事業 

            企業の学童保育参入状況 

 

 

    ②広島市報告  広島市の学童は公設公営 

            保育料は無料、おやつや、冷暖房はない 

                  （保護者会で負担している） 

            すべての学童保育クラブに保護者会がある 

            区連協もある 

            その他資料あり 参照を希望される方は 

            市連協事務局までお問合せください。 

 

 

③各市報告   各市からの報告資料は、北九州市学童保育連絡協議会にあります。 

参照を希望される方は、市連協事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

〇2017年 7月 12日（水）13日（木） 

〇北九州市役所 3階大会議場 

 

 各学童へキャリアアップに関する資料が送られました。6 月 25 日（日）の定期総会で、「説明会

を開くように連協から要望して欲しい」との声があり、すぐに子育て支援課に連絡をしました。そ

の時の回答は、「計画はしていないが、検討します」とのことでした。 

 6月 29日（木）におこなわれた、北九州市が主催の指導員を対象とした研修会で、キャリアアッ

プに関する説明会を開催する旨のアナウンスがありました。 

 説明会では、すべての書類の書き方等が入ったデータが配られました。 

キャリアアップ説明会がありました！ 

政令市交流会 

 不自由さはあるものの、経済の心

配もなく入会できます。 

全国に誇れる優れた制度で、50年

近くにわたって無料化を守るため

の署名活動を毎年し続けているそ

うです。 
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○第 1回 2017年 7月 25日（火）20：00~ 

 第 2回 2017年 8月 24日（木）19：00～ 

○八幡東大谷市民センター 

 

〇内容 ①実行委員の顔合わせ   ②目的・意義の確認    ③場所・日程について 

    ④昨年の反省やアンケートの結果から、今年度のまつりの内容について 

    ⑤実行委員長の選出 ⑥役割決め（当日役割・作成物の分担） 

 

〇決定事項 場所・日程：2017年 11月 19日（日） 山田緑地 

      まつりの内容：各クラブのポイントゲーム・学童クイズ・バザー 

実行委員長の決定 

      第 3回実行委員会：9月 26日（火）19：30～ 八幡東大谷市民センター 

       →内容：まつりの内容詳細、雨天時のプログラム、当日の役割分担の決定 

            ※事前に各クラブに何をするかの記入用紙を送ります。 

 

 実行委員長が決まりました。よりよい学童まつりになるよう、皆様ご協力よろしくお願いいたし

ます。 

昨年は雨天中止と残念な結果になってしまった学童まつりですが、今年は【雨天でも開催できる

場所】として、是非使ってほしいと連絡をいただいていた山田緑地に決定しました。日程もできる

だけ多くの学童が参加できるよう、学校行事や学童行事と重なっていない日を選びました。 

 

 

 

 

 

 福岡県学童保育連絡協議会からのお願いです。 

 7 月 5 日の大雨で、福岡県朝倉市や、大分県日田市の学童保育クラブで被害がでています。福岡

県学童保育連絡協議会の役員の方々が 7 月に 1 回、8 月に 2 回現地の視察にいかれたようですが、

まだまだ安全に保育できる状況ではないようです。 

 朝倉市、日田市の学童保育クラブへ通う子どもたちが安全に安心して過ごせる学童へ戻す支援を

したく、募金をお願い致します。 

 

 

 

 

 

第 37 回 北九州市学童保育クラブまつり実行委員会 

九州北部豪雨学童保育支援募金のお願い 

「平成 29年 7月九州北部豪雨学童保育支援募金」振込先 

ゆうちょ銀行    

記号 １７４００  番号 ８３１０８１７１ 

福岡県学童保育連絡協議会 
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〇2017年 10月 29日（日） 

 福岡県学童保育連絡協議会主催 主任者研修会 

 ピーポート甘木 

 

○2017年 11月 4日（土）、5日（日） 

全国学童保育研究集会 

 兵庫県神戸市 

 

○2017年 11月 19日（日）  

第 37回北九州市学童保育クラブまつり 

 小倉北区の山田緑地 

 

○2018年 2月 12日（月・祝）  

第 36回福岡県学童保育研究集会 

 春日クローバープラザ 

 

 

 

 

 遅くなりましたが、定期総会では多数のご参加ありがとうございました。滞りなく終わり、ホッ

としていると同時に、頑張らねばと身の引き締まる思いです。2017年度の学保連は、新会長を中心

としてこれまで以上に、子ども・保護者・指導員・学童保育のために頑張って行こうと思っていま

す。そのためには会員の皆様のお力添えが大変重要です。子どもにとって、保護者にとって、指導

員にとって、最高の学童保育を実現するために、どうぞお力をお貸しください。よろしくお願いし

ます。 

 

 

これからの活動計画 

今年の記念講演は近藤直子氏（日

本福祉大学名誉教授）の「小学生の

こころのヒ・ミ・ツ」 

みんなでいっしょに HYOGOへ GO! 

今年は雨でも開催できそうです！

一般参加も可能です。ぜひご来場く

ださい(^^♪ 

参加すると、子どもに対する見方が

変わります。また、子どもを預ける

ところもありますよ。 

 

 

 

最後に・・・ 

みんなでがんばりましょう！ 


