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Only those who dare to fail greatly can ever achieve 

greatly.               Robert Kennedy

 あえて大きな失敗のできる人だけが、偉大なことを成し遂げ
られるものなのだ。          ロバート・ケネディ 
 

○春スキー 白馬佐野坂                担当 大島 
シーズン最後のスキーを楽しみましょう！ 
日 時：平成２１年３月２４日（土）～２５日（日） 

 会 場：白馬佐野坂スキー場 
２４日午後６時 安城西会館集合・出発→ 白馬佐野坂 「ｶﾝﾄﾘｰﾊｳｽ野の花」 

昼食→ スキー練習 
     ２６日朝食→ スキー練習 → 午後４時ごろ現地出発 → 午後９時ごろ安城着 

 参加費：１２,０００円（予定）（交通費、保険代含む） 詳細は、３月４日に決定予定！！ 

 

○ボウリング大会                  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１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） 

 

○第４１回 全国青年指導者研修会 
期 日：平成２３年４月２８日（土）～４月３０日（月） ２泊３日 
会 場：彦根市荒神山自然の家  ＜彦根市日夏町：ＴＥＬ(0749)28-1871＞ 

研修テーマ：「 一期一会 ・ 忘己利他 」 

参加対象：１）日本健民少年団連合加盟都市団入団者で、高校生以上のリーダー・指導者。  

           ２）青少年活動を行っている青年指導者で、加盟都市団団長の推薦を受けた者。

参加人数：各都市団５名以内（定員３０名）  

参加費：学生：６ ,０００円   一般：７ ,０００円  

開催要項・日程：裏面参照 
 

○春の信州「富士見台高原山開き」に参加！         

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（日）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 

 

 

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２１日（土）午後～２２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：２１日 14：00 集合・入所式 14：30～テント設営 

     16：00～夕食つくり 17：30 夕食 18：00～ クラフト 
  ２２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５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２４年度 第一回全国委員会          担当 伊藤 
全国の健民少年団の役員により打合せが実施されます。 
今回、8 月に新潟県村上市で開催する全国大会の会場の視察を実施します。 
日 時：５月１２日（土）13：00-17：00（１２日村上市にて宿泊予定） 
場 所：新潟県村上市 

       平成２３年度行事・会計報告 
       平成２４年度行事・予算 
       平成２４年役員改選 
       平成２４年８月開催の全国大会の会場下見を実施します。 
 

○平成２４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２０日（日）１０：００～  会場 安城市市民交流センター 

 議 題：２３年度の活動報告、会計報告 

２４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。 

 

○父母親睦バーベキュー  

テーマ：今年も父母親睦バーベキューを実施します。楽しく過ごしましょう。 
日 時：６月３日（日）   
集 合：１０：００ 安城西会館 
会 場：刈谷 洲原公園バーベキュー場（予定） 
携行品：制服、雨具、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：１０００円（交通費・昼食代含む） 
参加者の確認 ５月３１日（火）までに連絡の事 
（※見習で参加を希望されるお子さんも、受け入れます） 

 

 

 

 

 

 

 

 



第41回  全国青年指導者研修会開催要項  

 1.趣  旨   全国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、指導者とし  

     ての資質の向上を図るとともに、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   彦根市健民少年団  

 4.期  日    平成２４年４月２８日（土）～３０日（月）   ２泊３日  

 5.会  場   彦根市荒神山自然の家   ＜彦根市日夏町：ＴＥＬ (0749)28-1871＞  

 6.研修テーマ  「  一期一会  ・  忘己利他  」  

 7.日  程    集合：４月２８日（土）１０：３０  彦根市荒神山自然の家  

                                   ※移動調整  JR彦根駅  １０：００  

                              JR河瀬駅  １０：１５  

            解散：４月３０日（月）１３：４０  JR大津駅  

      詳細日程：別記   

 8.資  格   １）日本健民少年団連合加盟都市団入団者で、高校生以上のリーダー・指導者。  

           ２）青少年活動を行っている青年指導者で、加盟都市団団長の推薦を受けた者。 

 9.参加人数  各都市団５名以内（定員３０名）  

10,参加費   学生：６ ,０００円   一般：７ ,０００円  

11.服  装    各都市団の正装、運動靴  

12,携行品   野外活動のできる服、上靴 (体育館シューズ）、着替え、洗面具、筆記用具、  

      マイコップ、雨具、健康保険証 (写 )、学生証、その他必要と思われる物  

      ※ドライヤー使用不可  

13.その他    １）参加者は、傷害保険及び賠償責任保険に加入していること。  

            ２）「REC-腕collection」：団員を対象にしたゲームや歌を紹介する。  

       （できるだけ、新鮮で誰もができる内容。紹介は団代表でも個人でもよい。） 

14,申込み   ①別紙参加申込書に必要事項を記入の上、３月２３日（金）までに申し込む。  

      ②参加費は、３月３０日 (金 )までに下記銀行に振り込む。  

  

              ①参加申込   彦根市健民少年団  伊藤雅彦  

              （  郵送  ）   〒522-0082  彦根市安清町１３－１３  

                        （ＦＡＸ）  ０７４９－２４－８５６７  

                          （Ｅｰmail）  ma-bo@mx.biwa.ne.jp 

 

              ②参加費振込  滋賀銀行彦根支店  普通№９４０９０８  

               彦根市健民少年団伊藤雅彦  

15,問い合せ先   彦根市健民少年団  伊藤雅彦   090-3351-4532 

                                              ma-bo@mx.biwa.ne.jp 

 



活 動 日 程 表  
 

  一期一会 ・ 忘己利他   

 
 

  ４月２８日（土）   ４月２９日（日）   ４月３０日（月）   

    
  5 

 

   

 高速バス着（彦根駅前） 

 

 

 

 

 8:53  彦根駅着  

 9:13 彦根駅着  

 9:20 河瀬駅着  

 10:00/10:15 輸送  

 30 自然の家集合  

 00 開会式・入所式  

 ﾞ   ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

 00 昼食(食堂) 

 

 00 PROⅠ  

   ｱｲｽﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ 

    PROⅡ  

   信頼関係構築  

 

 

 

 

 

 30 夕食(食堂）  

 

 30 Indoor Sports 

 

 

 00 入浴  

30 活動交流  

 00 指導講話  

 

 00 消灯  

  

 00 起床・洗面  

    ﾓｰﾆﾝｸﾞ滋賀  

 00 清掃  

 30 朝食(食堂）  

 

 

 00 PROⅢ  

   ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 

 

 00 昼食準備(野外) 

 30 昼食(野外）  

 

 

 00 PROⅣ  

      複合活動  

 

 

 

 

 

 30 退所式  

 

 30 夕食(食堂) 

 

 

 00 REC-腕collection 

 

 00 指導講話  

30 入浴  

 

 

 00 消灯  

 30 起床・洗面  

     ﾓｰﾆﾝｸﾞ滋賀・清掃  

30 退所  

 00 バス乗車  

 30  朝食(湖岸) 

     指導講話(車中) 

 

 00 比叡山延暦寺見学  

    （東塔エリア) 

 

 40 浜大津港  

 

45 乗船  

   ・ﾐｼｶﾞﾝｸﾙｰｽﾞ90min 

     軽昼食  

 15 下船・閉会式  

 40  JR大津駅 解散  

 

 13:58 JR大津駅下り乗
車  

 

 14:00 JR大津駅バス乗
車  

 15:00 彦根駅着  

 15:30 子どもｾﾝﾀｰ着  

  6 

 

  7 

 

  8 

 

  9 

 

 10 

 

 11 

 

 12 

 

 13 

 

 14 

 

 15 

 

 16 

 

 17 

 

 18 

 

 19 

 

 20 

 

 21 

 

 22 

 

 23 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 【研修計画 (案 )】  



 

１．体験学習プログラム  

   遊びや冒険的な体験を通して、人と人とが楽しくふれあい、学びあいながら人間  

  の社会生活に不可欠な自尊感情を高め、他人との信頼関係を深め、協力しながら困  

  難に挑戦し、課題を解決する力を育むため、「プロジェクト・アドベンチャー (PA)」  

  を習った体験学習プログラムを実施する。  

    ＜ねらい＞  

      ・健民少年団活動参加者の人間関係づくり、リーダー間の信頼関係づくりを学ぶ。  

   ・子ども達が健少活動に生き生きと参加できるような指導法の改善を行う。  

   ・指導者研修会参加者の人間関係を深める。  

  ＜展開＞   

      ProgramⅠ「アイスブレーキング」  

     軽い動きの伴ったゲーム等で初対面の固さをほぐす。  

   ProgramⅡ「信頼関係構築」  

     互いの信頼関係を築くため、やさしいものから徐々に難しいものに移行する。  

  ProgramⅢ「コミュニケーション」  

     信頼関係がある程度できあがったところで、互いにのコミュニケーションを   

    探るためのプログラムに移る。  

   ProgramⅣ「複合活動」  

          十分なコミュニケーションと信頼関係が芽生えた段階で、勇気を出して挑戦  

     する要素が含まれる活動に入る。  

２． Indoor Sports 

   室内で簡単にできる集団競技を体験する。  

３．活動交流  

   各団の日常活動紹介と青年指導者としての役割を交流する。  

４．REC-
ワン
腕 collection（R-

ワン
腕 ）  

   団員を対象にしたRecreation（ゲーム、歌等）を実技紹介する。参加者のコレク  

  ションとなるので、それに相応しい内容を紹介する。  

５．移動学習（大津市）  

   ①比叡山延暦寺 (世界文化遺産：天台宗総本山、伝教大師・最澄）  

     「忘己利他」の言葉を広めた最澄の思いを感じる。１ ,２００年不滅の法灯  

     がある根本中堂付近 (西塔ｴﾘｱ)を見学する。  

   ②ミシガンクルーズ90分  

     浜大津港より、外輪船ミシガンにより琵琶湖 (南湖 )を見学し、滋賀県の地理  

    的環境や自然環境を知る。  

６．指導講話（彦根団指導部）  

   研修について、学習のまとめと指導を行う。  


