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「Well done is better than well said.」  

Benjamin Franklin 
「良い言葉より良い行いの方が勝る。」 ベンジャミン フランクリン 

横浜市健民少年団６０周年記念式典に出席しました。 

 ６０年間の健民活動には、歴史を感じる以上に関係者の活動への

執念とも思える行動があり。さらに、活動に携わった方々が元気に楽

しく行動できたことが60年という長さとなって行ったと思います。このような活動が出来ことが幸せ

をもたらすことが出来ていると感じました。楽しい活動が出来ること、周りが幸せにを感じるような活

動が出来ればと思います。 

 

○オールアイシン NPO 活動応援基金を受領！ 

  アイシン精機（株）殿のオールアイシン活動応援資金を、安城市健民少年団が受領出来る

ことになりました。多くの応募者（団体）の中から当団に支援頂くことになりました。 

 支援金は、「キャンプなどの野外活動に必要なテントほか」に活用していきます。今年の団

のキャンプが楽しみです。 

 ２月 17 日（木）に実施される贈呈式に、伊藤団長と大島が出席します。 

○スキー特別訓練「スキー大会を目指す！」（案）    担当 大島 

 日 程：２月２７日（日）             集 合 安城西会館 ５：００ 

 場 所：あららぎ高原スキー場 

 参加費：３０００円（交通費） 

     リフト代：２５００円（中学生以下） 

 持ち物：朝食・昼食（レストランで食事も可能）・スキー用具（レンタルは 2500 円） 

     防寒着・加給食・持ち薬（必要な人）・筆記用具・保険証のコピー 

○第３１安城選手権大会冬季スキー競技会（少年の部） 

安城市内の少年・少女を対象に開催されるスキー大会です。家族も皆で応援しましょう｡ 

入賞を目指してがんばろう！ Keep it up!! 

日 時：３月６日（日）午前中は練習会 

    健民関係者は、３月６日（日）安城西会館 午前５：００出発 

参加費：３，０００円(交通費)、リフト代は自己負担です。大人 3,500 円、小人 2,500 円 

参加者：９名がエントリーしました。 

○第４０回 全国青年指導者研修会 
期 日：平成２３年３月１９日（土）～３月２１日（祝） ２泊３日 

会 場：刈谷洲原ロッジ  

愛知県刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎７番地１８ 

   TEL：0566-36-8122 

集合・開会式：安城市市民交流センター 

              愛知県安城市大東町１１番３号 TEL:0566-71-0601 

参加対象：① 日本健民少年団連合加盟都市団員で、平成 23 年度高校生以上の男女 

（但し、安城市健民少年団団員は、中学生の参加可能とします。） 

    ② 青少年活動を行っている青年及び指導者等関係者 

    ③ 各都市５名（安城団は、この限りはではない。） 

開催要項・日程：裏面参照 

団員の心得（実践５か条） 

－自分のことは、自分でします－ 

－良いことをすすんでします－ 

－強い体をつくります－ 

－人の力になります－ 

－素直で元気にします－ 

《活動報告》 
○横浜市・安城市交歓会                   担当 大島 

日 時：平成２３年 2 月 5 日(土)-６日（日） 

宿 泊：横浜市三ッ沢公園野外活動ｾﾝﾀｰ 

 今回、横浜団の畑団長や魚地さんほか、指導者の方々のご厚意に甘えて横浜で交歓会を実施させてい

ただくことが出来ました。横浜が初めての団員がほとんどでしたので、始めてみる横浜の街に驚きながらも

楽しい交歓会となりました。横浜団の子とも仲良くなることができました。また、横浜に行けることができれ

ばと思います。 

氏名 感   想 

桧野 あずみ 今日、ともだちができた。楽しい１はく２日だった。 

市古 祐二郎 
今日ときのう、ぼくはよこはまでいろいろなところをみました。日本丸や港の見える丘こうえんとかを

みました。ぼくはいろいろなところがみれてよかったです。ふめのはくぶつかんにいきました。 

篠宮 嵩瑠 
いろいろないけてよかったし、日本丸がみれてよかった。あとはよこはま団ともなかよくなったのでよ

かったです。 

市古 果耶 

横浜と安城のちがい。①スクランブルこうさてん。②どうろに、石がいっぱいあった。③ぼちがたしゅ

たよう。 

横浜に行けて友だちもできたし、中かがいにいけて、たのしかったです。 

篠宮 風華 

よこはまで橋口ゆずはちゃんとであってからすぐなかよくなれました。横はまははじめてこれてよかっ

たです。 

横はまのちゅうかがいをまわってとてもたのしかったです。パンダのぐっづがおおきくてびっくりしまし

た。また、２０１６年のときはぜんこくたいかいがあるらしいのでいきたいです。 

村尾 梨花 

横浜交流会を通して 感想 

楽しかったです。新しい友達もできたし沢山のの素敵な歴史の建物を見ることも出来たし、初めての

体験ばかりでとまどうこともありましたが、とても良い思い出になりました。 

横浜の全国大会は、５年後ということで私は、２０歳になりますが、其のとき又、横浜に行くのが楽し

みです。 

篠宮 優海 

今回の交流会で横浜の子とたくさん楽しく遊べました。横浜の子は、全国大会に、リーダーさんしか

いないので、今回、友達になｒてよかったです。横浜の中華街に行けてよかったです。（笑） 

横浜の全国大会は、５年後だそうです。その時ひ私は、２０歳です。また。違う楽しみ方ができると思

います。楽しみです！！ 

久保 佳加 

よこはまで楽しかったことは２つあります。 

１つめは友達ができたことです。友達はは、橋口ゆづはちゃんです。いっしょにあそんだりしました。 

２つ目は、よこはまをあるいたことです。いろいろなところにいきました。 

向坂 拓未 
よこはまはあんじょうとちがって、でっかいててものやまんしょんがあってすごいおもしろかったです。

さいしょはそんなにたのしくなかったけどだんだんなれました。 

 

 

 

 

 

◆受講生募集中◆ English school in Anjo ken-sho!! 
安城市健民少年団英語教室開講中（毎週土曜日１８：３０－１９：３０）



○スキー訓練「スキー大会を目指す！」 

 日 程：２月２７日（日）場 所：あららぎ高原スキー場 

 今年のスキー訓練は、初めてあららぎ高原に出かけました。前日の雪でゲ

レンデｺﾝﾃﾞｼｮﾝは最高でした。全員がとてもうまく滑るようになりました。 

参加者感想 

野々山葵介：今日のスキーは、速さをこくふくできました。 

（ちょっとだけ だけど）大会もこのちょうしでがんばりたいです。 

古川ことの：止まることができなくなっていましたが最しゅう的には止まれるようになりよかったです。 

いつもとちあうところだったので新せんでした。あと、見ていてスノボーがやりたくなった 

けど教える人がいないとと言われたのでだれか教えて。 

山下けいすけ：はじめてスキーをやってこけでもたのしかったです。 

市古祐二郎：スキーでころんで時間がたったけど、そうなんしなくてよかったです。 

市古果耶：今日は、スキーであららぎ高原にいきました。けど、いろいろじょうずにできました。こんどの 

スキーではもっと上からおりたいです。 

桧野あずみ：きょう、ことのちゃんとよしかちゃんとかやちゃんですべっていたら、３人が先に行って 

しまって、わたしがおいてかれました。楽しかった。 

：ぼくは最初に２回ころんで雪に顔がおおった。とても冷たかった。 

     ：今日スキーでほとんどまっすぐすべりました。でも、すごっくはやかったのでころんで 

しまいました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第４０回 全国青年指導者研修会開催要項 
１．趣      旨   全国の健民少年団の青年指導者が集い、積極的な研修と交歓活動の実施により、 

青少年の健全育成運動の振興を図るとともに、参加青年指導者が親睦を深め、 
日本健民少年団連合の充実と発展に寄与する。 

２．主   催  日本健民少年団連合 
３．主   管  安城市健民少年団 
４．期   日  平成２３年３月１９日（土）～３月２１日（祝） ２泊３日 
５．会   場   刈谷洲原ロッジ  

愛知県刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎７番地１８ 
         TEL：0566-36-8122 
 集合・開会式  安城市市民交流センター 
                  愛知県安城市大東町１１番３号 TEL:0566-71-0601 
６．日   程  次ページ 
７．参加対象及び ① 日本健民少年団連合加盟都市団員で、平成 23 年度高校生以上の男女 

募集人員  （現在中学 3 年生以上） 
       ② 青少年活動を行っている青年及び指導者等関係者 
       ③ 各都市５名（超える場合は事前に連絡ください） 

８．参 加 費  ５,０００円（参加者一律） 
９．服   装  各都市団で決められた服装を着用 

１０．申 込 み 等  ◆別紙申込用紙に記入の上、２月２０日（水）迄に各団取りまとめの上、 
参加費を添えて申し込み下さい。 

◆申込先 〒446-0073 愛知県安城市篠目町 2-2-11 
         大島 清   TEL/FAX : 0566-75-2077 
             e-mail : kirk@katch.ne.jp 

◆振込先  三菱東京ＵＦＪ銀行 安城支店 普通 0319052 
               オオシマキヨシ （安城市健民少年団 副団長名義） 
１３．携行品    ◆個人：水筒、コップ（紙コップ等用意しません）、雨具、筆記用具、着替え 

及び寝間着、洗面入浴道具（シャンプー等ありません）、日よけ帽子、 
自作名刺（枚数は自由。１枚は名札用）、保険証のコピー、虫刺され・虫除け 
の薬、懐中電灯、その他各自必要と思われるもの 

       ◆団：救急薬品他 
１４．その他    ・食物アレルギー等ある場合は、事前にお知らせ下さい。 
         ・研修会参加者は、全員傷害保険及び賠償責任保険へ加入をお願いいたします。 

         ・研修会及び研修会期間中の活動は、荒天でない限り実行いたします。 

         ・参加者の緊急連絡先、住所、電話番号は各団で責任を持って把握して下さい。 

 

第４０回 日本健民少年団連合 青年指導者研修会 日程表 

３／１９（土） ３／２０（日） ３／２１（祝） 

6:00       

  起床 起床 

7:00   朝の集い 朝の集い 

  朝食 朝食 

8:00       

  研修３． 移動 

9:00   全国大会の準備 
（洲原→産業振興センタ

ー） 

  私たちの全国大会 研修 7． 

10:00   を作ってみる！ １分ビデオ 

    （１分で健少を PR） 

11:00       

    

12:00   昼食 昼食 

      

13:00 受付開始 研修 4． 閉会 

開会オリエンテーション 全国大会の準備 解散 

14:00 移動 全国大会で準備するもの   

（安城→刈谷洲原ロッジ） （全国大会マニュアル）   

15:00 研修１． 研修 5．   

全国大会振り返り 総 括   

16:00 今までに参加した全国大会 発表   

思い出（良い点・悪い点） 私たちの全国大会   

17:00 全国大会のあり方 第５５回全国大会予告   

・提言   

18:00 夕食   

      

19:00 研修２． 研修 6．   

少年団活動における 1 分ビデオの準備   

20:00 野外活動 健民少年団 PR ビデオ   

（キャンプファイヤーで を作ってみる！   

21:00 注意することなど）   

入浴・自由交歓 入浴・自由交歓   

22:00 就寝準備   

消灯 消灯   

23:00       

      

 


