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今年も猛暑の日々が続きましたね。北九州市では大雨や台風での大きな被害はありませんでした
が、子どもたちの暑さ対策や、安全に十分配慮されながら夏休みを過ごされことと思います。
また今年から夏休みが 1 週間短くなり、学童保育クラブでの行事などを再検討された学童もあっ
たことと思います。
今、市連協では『第 39 回

北九州市学童保育クラブまつり』に向けて実行委員会の中で準備を進

めています。ぜひ親子で参加して、楽しみましょう！

第 42 回定期総会を開催しました！
○2019 年 6 月 30（日）
○ウェルとばた
午前【記念講演】

10 学童

88 名の参加でした。

『子どもたちのネット事情』
講師：大槻

～ゲーム／ＳＮＳ／スマートフォン 保護者の関わり方～

典子さん（NPO 法人子どもとメディア公式インストラクター・九州工業大学情報教育
支援士、パソコン教室講師）

今、子ども達が長時間使用しているゲームやスマートフォンなどに保護者がどう関わっていくか、
等のお話をされました。
～感想～
今回の講演は、子どもがスマホやタブレットを利用しているならば、気を付けて欲し
いという内容でしたので、まだスマホを持たせていない私としては、今後の課題として
聞かせて頂きました。
様々なお話がある中で最も印象に残ったのが、“親子でルールをつくり、守る”
ということでした。ルールを決める時は、子どもの意見を聞く、納得出来れば取り入れ
る。ルールが守れなかった時の約束も必ずいれる。
子育て中の私にとってすごく共感出来るとともに、私は私のルールを子ども達に押し付
けているだけではないか、子どもの意見は聞けているのか反省しました。今後の子育て
にも生かせる内容でしたので、参加して良かったです。
午後【定期総会】
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（保護者）

午後【定期総会】
2018 年の活動報告・決算、2019 年度の活動方針・予算の提案、ともに満場一致の承認をいただ
き、滞りなく終了しました。
今回は初めての会場「ウェルとばた」で行い会場準備など多くの方のご協力で無事に総会を終え
ることが出来ました。新しい役員を 1 名迎え、気持ちも新たに頑張っていきたいと思いますので、
今年度も連絡協議会に御理解とご協力よろしくお願い致します。
クラブ交流は主に保護者会活動について交流しました。
萩ヶ丘学童保育クラブ

泉台なかよしクラブ

全体 90 名

全体 135 名

90 名近くの子どもがいて、手のかかる子ど

12 月末に新しい学童が完成します。今プレハ

ももいて手が届かない悩みがあります。先生た

ブの建物で生活しています。保護者は年度初め

ちの補償も十分にできればいいなと思ってい

に希望を取りどこかの行事担当になります。年

ます。先生たちの努力で運営がされているので

間行事のための保護者会でなく学童を理解し、

感謝しています。

子ども達が安心して過ごすため協力し、関わっ

した。

ていくための保護者会を目指しています。

一枝学童保育クラブ
全体 82 名：2 クラス

霧丘学童保育クラブ

保護者はどこかの行事担当になります。

全体 101 名

年 10 回位保護者会をしています。会長は 3

全員 2 階ですごしています。1 クラス 40 名が理

年生から、大人も子どもも 3 年生がリーダーで

想で、施設整備は北九州市の課題！

す。会長は交代するけど、役員は 4 年生以上の

保護者会は保護者同士、支援員の交流ができる

保護者が卒業するまで関わっています。

場、子ども同士の情報交換が出来る場です。

高須コミュニティ学童保育クラブ

広徳学童保育クラブ

全体 114 名

全体 103 名

保護者は年間大きな 4 つの行事のどれかに関

運営委員や支援員の先生と協力して、子ども達

わります。毎月 1 回子どもの様子、行事の報告

の成長であったり、保護者同士の交流を目的と

をしています。学校地域の活動も大切にしてい

して経験や楽しみを提供できるようにと保護者

て、学童の役員が PTA の役員として関わってい

会の運営を行っています。月 1 の父母会では、

ます。

本城学童保育クラブ

連絡の伝達や交流を図りながら行事の打ち合わ

全体 11７名：3 クラス

せなども行っています。

地域とのつながりをとても大切にしている学童

東鳴水学童保育クラブ

です。困ったことがあったら、何でも相談して下

全体 52 名

さいね。（行事により、総会欠席のため代読。）43

父母会行事で 7 月下旬 1 泊のキャンプの準備

年間指導員をしている方がいらっしゃいます。総

をしています。毎年恒例で玄海青年の家に行き

会では学童保育の大切さ等を話してくださいま

ます。子ども達の安全を考え保育をしてくださ

す。

る先生たちには感謝しています。
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藤ノ木学童保育クラブ

守恒校区社協学童保育クラブ

全体 6４名：2 クラス

全体 147 名

昭和 42 年にできた建物でシロアリやトイレ

1 年生 50 名が入所してスタートしました。保

の欠陥が見つかり、修理をしてもらっていま

護者会はなく、1 学期 1 回の保護者懇談会をし

す。保護者会行事の担当は決まっています。出

ています。懇談会の時に運営委員長さんから、

席率が良く 8～9 割の参加でお茶やコーヒを用

保護者会の必要性を話してもらっています。

意しています。子どもも参加し、子ども同士 2
階で遊んでいます。子どもが保護者会に親を誘

黒崎中央学童保育クラブ

っています。

全体 182 名：5 クラス
旧黒崎幼稚園舎と今の学童保育クラブ舎に分

富野児童クラブ

かれて保育しています。保護者会は月 1 回行事

全体 61 名：2 クラス

等について話し合っています。10 月に保護者

低学年の子どもたちがまだ落ちつかないで

会主催で「秋まつり」をします。準備や終わっ

毎日にぎやかに過ごしています。

てからの打ち上げなど話し合っています。

夏休み楽しく安全に過ごせる様に準備してい
ます。お出かけ、カレーづくり、バルーンアー

二島学童保育クラブ

ト、皿回し、また市民センター主催のそうめん

全体 34 名：１クラス

流しに参加します。

会長、副会長等の役員さんは 2 年生の保護者
から選ばれます。会計は運営委員会の方にして
いただいています。月 1 回の保護者会には、役

北九州市学童保育指導員会

員さんは参加されますが、一般の保護者の参加

月に約２回学習と交流をしています。入ってい

が少なく、たくさんの保護者の参加を呼び掛け

ない支援員さん是非参加してください。

ています。

第 44 回 全国学童保育指導員学校

九州会場

〇2019 年 6 月 23 日（日）
〇春日クローバープラザ
〇参加者 1,260 名 北九州 91 名
〇全体講義「どの子も笑顔で居られるように～指導員の仕事・役割」
講師 下浦 忠治さん（東京成徳大学講師）
朝 8 時 50 分の実行委員の集合時には、九州各地の支援員さんが集まって、サクサク準備を進めら
れていました。九州会場は長年福岡を開催地としていますが、毎年遠方の支援員さんにもご協力い
ただいて、この指導員学校が開催できていたことを改めて実感し感謝した次第です。
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年々参加人数が増えていく指導員学校九州会場ですが、今年も超満員！！
「誘導戦隊アメダマン」がアメを配るスピードも追いつきません。しかし、この光景を見るのも今
年が最後。来年度は 2 カ所で開催の予定です。
全体会は「どの子も笑顔で居られるように」貧困家庭、困難家庭の子ども達、保護者の方への学
童保育が担える支援について、下浦先生ご自身の実践を踏まえながらのお話でした。現代の日本に
おける子ども達の置かれている現状から、ニュースでみるような子どもに関わる悲しい事件を読み
解き、学童保育の役割を再度考え、その可能性と重要性を教えてくださったように思います。
分科会では、他の地域の支援員さんと交流する機会もあり、運営形態や規模の違いはあれど、抱
えている悩みはどこも同じなんだなと感じました。そういう意味では、離れていても同じように悩
みながら頑張っている仲間のように思えて、毎年この九州会場での出会いがうれしい私です(^o^)
講座終了後、会場の片づけも快くお手伝いいただいてとても助かりました。（実行委員）

講座「子どもの成長、発達とは～子ども理解を深める」
30～40 年前の子育てと、現在の子育ては本来違ってきてはいけない事だろう。そのためには、子
育てとは何かを確認し合うことが重要です。自分のいるところ＝「生活しているところ」で子ども
は SOS が出やすので、見逃さないで、その子の抱えている悩みや苦しみを支援員がどうとらえて、
誰に発信するかがとても大切です。支援員一人で受け止めないでチームで共有すること。
今日起きた出来事は、例えば“いじめ”にしても“自殺”にしても“虐待”にしても、今日始ま
ったことではなく、コップに水滴が溜まる様、一滴、一滴溜まっていずれコップからあふれ出る。
あふれた時に事件が発覚する。それまでには、いろんな関わりがあったはずで、その関わりを振り
返るとき、専門的に省察（良し悪しを考える）するべきと話されました。
（支援員）

講座「子どもの安全対策・危機管理」
学童で事故やけががおこる時は①野外活動が多い②一輪車で乗り始め③食事中（食べ物をのどに
詰まらせる。③肩車からの落下④鉛筆（特に削ったばかりの尖ったもの）
多人数でテンションが高い時間が続くほど危険が高まります。タイミングを見て、意図的にクール
ダウンさせることが大切です。
支援員がすべきことは、事故は必ず検証し、再発防止に努める。子どもの人数、状況に応じて、
支援員のポジショニングすること（子どもと遊ぶ、危険に目を配る、保護者対応など）。
また支援員自身の健康管理、支援員間のチームワークを高め、和やかな雰囲気でトラブルやけがを
防ぐことと話されました。
（支援員）

下浦忠治先生の記念講演
午後からは 17 の講座に分かれて
学び合いました
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政令指定都市学童保育交流会 in 浜松 に行ってきました
〇2019 年 7 月 13 日（土）～14 日（日）静岡県浜松市

Hamamau
に行ってきました！
参加 15 市 43 名・北九州から事務局、役員 2 名

13 日（土）
「子どもの権利と学童保育」のグループワークをしました。
子どもの権利条約第 12 条「意見表明権」を、学童保育の生活の中で何を大切にし、何を守ってい
ったら保証できるのか、意見交換をしました。
各学童保育の現状を出し合いながら、大規模だと管理するしかない、言えることを保障出来ない。
言える環境・関係をつくる、言わない権利の保障も大事などたくさんの意見が出されました。
最後に静岡大の石原剛志先生が「学童保育の良さを活かし、日常的に受け止めることが出来るよ
うに指導員のスキルを磨くこと、子どもと議論をつくし、みんなでルールを作ることが大事で、会
議する文化を大切にしましょう。」とまとめられました。
14 日（日）
石原先生の学童保育史研究（戦前の「学童預かり所」から現在の「放課後児童クラブまで」）の現
状と課題のお話しの後、各市連協の報告と意見交換がありました。
どこの市連協も保護者 OB を中心とした組織で、勢いや元気を感じました。それぞれ課題は違う
けれど、より良い学童保育を目指して活動をしている熱い思いが伝わってきました。
（役員）

学童保育施策の拡充について口頭陳情をしました。
〇2019 年 7 月 22 日（月）
会長、事務局 2 名参加しました。
以下 3 つの項目を陳情しました。
1、1 クラス 40 人が安心して生活できるように施設整備を行って下さい。
2、専任の事務担当者を配置できるように事務加算して下さい。
3、正規支援員を複数配置できるような予算措置をして下さい。
1、2 の項目は 2018 年 4 月に陳情し継続事項となっているので、正規支援員の複数配置のみの審議に
なりました。
「補助支援員さんが見つからない、どなたか紹介して欲しいという相談があること。支援員の仕事は
複雑で、継続的な対応が求められることが多く、市のモデルケースの夏休みは午後からの勤務、土曜
日はお休みでは実態に合っていないこと。社会保障があり、同じ立場の支援員さんを複数配置して欲
しい。」と陳情しました。
3 人の議員さんから「支援員の勤務実態を把握しているのか。」「複数クラスがあるクラブではそれぞ
れのクラスに正規支援員を配置しているのか。」などの質問がありました。

5

市からは、
「正規支援員の勤務実態は把握していない。」
「補助支援員の資質を上げるように研修機会を
設けている。地方から声の上がった支援員の配置を参酌化にするのでなく、北九州は国の従うべき基準
に沿った支援員の配置（概ね 40 人に 2 名）を行っている。支援員の募集方法については学童に募集の要
領を伝え、ハローワークや夏休みの大学生を募集対象にしている。」と回答がありました。
（役員）

第 39 回 北九州市学童保育クラブまつり開催！！
「学童保育クラブまつり」は学童保育の特徴を生かした色々な遊びを通じ、子ども・保護者・指
導員の交流を深めることを目的に取り組みます。
今年も約 800 名が集まり、あそびのポイントゲームや学童クイズ、バザーをします。
今年は 10 月 6 日で例年より早い開催となります。実行委員会で準備しています。
みんなで誘い合って、大いに盛り上がりましょう！！

＊日時：

2019 年 10 月 6 日（日）10：00～15：00（雨天中止）

＊会場：

勝山公園図書館南広場

＊内容：

午前

ポイントゲーム、学童クイズ

午後

バザー（子どもの手作り作品もあります）

北九州市小倉北区城内

主催：北九州市学童保育連絡協議会

後援：北九州市

＜昨年の学童まつりより 響灘グリーンパーク＞

ポイントゲーム「ダンボールキャタピラ」

ポイントゲームをクリアして「シャボン玉」
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バザー「子どもの手作り作品」

「参加者集合！！」

これからの活動予定
〇福岡県学童保育連絡協議会主催「学童保育支援員

新人研修」

2019 年 9 月 29 日（日）大野城まどかぴあ
○「第 39 回北九州市学童保育クラブまつり」
2019 年 10 月 6 日（日）小倉北区

勝山公園図書館南広場

〇財政活動
10 月に日田市井上農園さんの梨の販売、12 月に松尾商店さんからの紹介でみかんの販売をします
○「第 54 回全国学童保育研究集会 in 京都」
2019 年 10 月 19 日（土）～20 日（日）

梨もみかんも
おいしかった

○福岡県学童保育連絡協議会主催「38 回福岡県学童保育研究集会」

よ！

2020 年 2 月 23 日（日）宗像ユリックス

最後に・・・
定期総会では多数のご参加ありがとうございました。
「連絡協議会に入っていてよかった。と実感できるような活動を作り出していきましょう！」
の方針の基に子どもたち、保護者、支援員の皆さまと共にがんばりましょう。
ご協力よろしく
お願いいたします。
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