
                   March.１3. 2011  安城市健民少年団 

http://kenmin.kids-site.net/anjo/ 

 連絡先：090-2342-8135 大島 清 

『The more I learn the more I realize I don't know. 

The more I realize I don't know the more I want to learn.』 

                    Albert Einstein 

｢学べば学ぶほど、何も知らないということが分かるようになる。

何も知らないと分かるようになるほど、もっと学びたくなる。｣ 

             アルバート・アインシュタイン 

全国大会に引き続き、研修会を安城団主管で実施します。これから健民少年団を担う指導者と活動
について意見交換をします。若い力でこれからの健民少年団を盛り上げいってほしいと思っています。
そのためには、われわれも援助を惜しむことなく進めていきたいと思います。 

○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 

 

○ボウリング大会（案）                 担当 神谷 
毎年、好評のボウリング大会です。商品も良いものが出されるようになりました。良い商品

を GET するために頑張ろう！！ 
父兄の方も一緒に参加して、楽しく実施します！ 
日 時：４月３日（日） 
場 所：コロナキャットボウル 
集 合：９：３０ （１０：００スタート予定） 

 参加費：１５００円（ゲーム代・靴代・商品代） 

 

○春の信州「富士見台高原山開き」に参加！        担当 大島 

山の神に登山の安全、自然の恵みに感謝する祭事が開かれます。また、神坂神社からの登
山道は高山植物も見られ、山頂からの３６０度の絶景は感動します。みんなで参加ください。 
日 時：４月２９日（金）緑の日 日帰り 
集 合：西会館前 午前６時出発（時間厳守）５：５０集合 
コース：豊田 IC→園原 IC→神坂神社～萬岳荘～神坂小屋（山開きの祭事）～富士見台山頂～ 

萬岳荘～神坂神社→園原 IC→豊田 IC→安城 
携行品：弁当、水筒、雨具、防寒具、着替え、おやつ、日用品、その他 
参加費：３０００円（団員）、３５００円（父母・指導員） 交通費、風呂などの諸経費 

 
 
 

◆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） 

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－ 

○一泊訓練（案） 『みんなで楽しく夜を過ごそう』              担当 神谷 

テーマ：宿泊の訓練を通して集団活動を体験、班の意識を高めます。 
日 時：４月３０日（土）午後～５月１日（日）午前中 １泊２日 
会 場：安城市青少年の家 

携行品：制服、寝袋、雨具、着替え、筆記用具、 
用具はリュックサックに入れて持参のこと。 

参加費：1,５００円 
日 程：30 日 14：00 集合・入所式 14：30～テント設営（雨天は室内でキャンプのゲーム） 

    16：00～夕食つくり 17：30 夕食 18：00～ クラフト 
   1 日 6：00 起床 6：30 朝の集い 7：00 朝食 8：00～健民活動を相談 
    11：00 退所式 11：30 解散 

参加者の確認 ４月 16 日までに連絡ください。 
（※見習で参加を希望されるお子さんも、受け入れます） 

 
○平成２３年度 定例総会 

新年度を迎えるにあたり、定例総会を下記の日程で開催を予定しています。関係者全員のご

出席をお願いします。 

日 時：５月２２日（日）１０：００～  会場 青少年の家 視聴覚室 

 議 題：２２年度の活動報告、会計報告 

２３年度の活動方針の審議、予算の審議、 

     新年度の役員改選、団員の年間表彰、 

＊詳細は役員会で検討中です。 

《活動報告》 
○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。 

 ２月１７日（木）に実施された、贈呈式に出席し支援金を受け取

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。 

資金援助に寄る購入予定品 

・ドームテント    ４貼 

・スクエアーターフ  １貼 

・バーナーコンロ   ２台（合計：245,000 円） 

○スキー特別訓練「スキー大会を目指す！」       担当 大島 

 日 程：２月２７日（日） 

 場 所：あららぎ高原スキー場 

 スキー大会を目指して、特別訓練を実施しました。天候にも恵まれて、１日しっかりスキー

をすることが出来ました。３月６日は全員が満足できるすべりができるようにしたい。 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



○第３１安城選手権大会冬季スキー競技会（少年の部） 

日 時：３月６日（日） 飛騨舟山スキーリゾートアルコピア 
 昨年中止となりましたが、ことしは雪は十分にありコースも整備されていました。 
健民からは、７名の参加となりました。参加者は日ごろの練習の成果を発揮できる場所として
懸命に滑ることが出来ました。 
 午前中のポール練習に続いて、午後 12:45 の開会式のあと、ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ・２回の計測を実施し
ました。合計タイムで順位を競いました。健民から２名が入賞することが出来ました。 
成績：小学生高学年女子３位：市古果耶 
   中学生女子２位：篠宮優海 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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回指導者研修会日程 

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       

      

 


