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Education is the kindling of a flame, not the filling of a 
vessel.                  Socrates 
 
教育とは、炎を燃えあがらせることであって、入れ物を満た
すことではない。             ソクラテス 
 

○野鳥観察会          担当 神谷 
野鳥の観察で生き物と自然と人間のつながりを体験します。 

日 時：2013 年２月 3 日（日） 集 合：安城西会館 ８：００ 

８時１０分安城発→9:30 弥富野鳥園（野鳥観察） 

    10:30 から野鳥観察会に参加 
参加費：１,０００円（交通費など） 

携行品：防寒具（団服）・帽子・ネッカチーフ・昼食・水筒、双眼鏡（有る人のみ） 

○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２4 日（日）        集 合 安城西会館 ５：００ 

 場 所：中央道伊那スキーリゾート 

○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｡ 

日 時：３月３日（日）午前中は練習会 

    健民関係者は、３月３日（日）安城西会館 午前５時出発 

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 

参加希望者は、所定の申込書に記入して、参加費（350 円）を添えで大島まで提出下さい。 

○スキー隊集会（案）                  担当 大島 
 日 程：３月 23 日（土）～24 日（日） 集 合 安城西会館 ５：００ 

 宿 泊：白馬佐野坂カントリーハウス「野の花」 

     23 日 安城⇒佐野坂 →スキー練習（11:00-16:00） 

     24 日 朝食→スキー練習→午後３時ごろ現地出発 

 参加費：大人：１４,０００円 子供：１２,０００円（宿泊費・交通費・リフト１日券） 

○ボウリング大会                    担当 神谷 
毎年、好評のボウリング大会を今年も実施したいと思います。 
父兄の方も一緒に参加して、楽しく実施しましょう！ 
日 時：3 月 31 日（日） 
場 所：コロナキャットボウル 
集 合：１０:００ （１０:３０スタート予定） 

 参加費：１５００円（ゲーム代・靴代・商品代） 

 午後から、青少年の家にて隊活動を実施します。 

 健民少年団の名刺作り・２２年度の隊活動についてみんなで意見をまとめます。 

○サイクリング                  担当 大島 
日 時：４月７日（日） 

集合場所：安城市西会館 ８：００ （雨天の場合中止とします） 

 行程（案）：安城－豊田サイクリングロード（西会館⇒西尾(往復）） 

携行品：制服（T-シャツ）、寝袋、雨具、着替え、筆記用具、昼食（おにぎり程度） 

水筒・米（１合） 用具はリュックサックに入れて持参のこと。 

    ※雨天時の実施可否連絡は、１６日７：００ 雨天の場合は、１４：００集合 

 

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－ 

○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 

○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２0 日（土）午後～２1 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：２0 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 
  ２1 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 7 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２５年度 第一回全国委員会 
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 月に豊橋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１１日（土） 
場 所：豊橋市 

       平成２４年度行事・会計報告 
       平成２５年度行事・予算 
       平成２５年役員改選 
       平成２５年８月開催の全国大会の会場下見を実施します。 

○平成２５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１２日（日）１8：００～  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 2 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３0 日（木）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） 

 

 



《活動報告》 
○正月スキー合宿 
  日 程 2012 年 12 月 29（土）～2013 年１月１日（火）３泊４日 

  会 場 長野県白馬村佐野「サンアルピナ佐野坂スキー場」 

  宿 舎 佐野坂ペンション「野の花」 

今回は例年とは違って、出発前から十分な雪があることがわかっていました。しかし、２日目

に雨のスキーとなったことが少し予定外でした。今年も除夜の鐘もつくことができてとても楽

しいスキー合宿でした。 

 

○冬のスポーツ隊集会「スケート訓練」 
 日 時 2013 年１月 13 日(日) 日帰り 
 目的地 森ころパーク 

 

桑山 玄 今日ぼくは、モリゾーとキッコロのところでスケートなどをしました。スケート

では楽しかったけどすごく疲れました。森 z－とキッコロのところでは、いろい

ろなけんぞうぶつがありました。タワーでは、まいごのなり、４時なるまでうろ

うろしていました。スケートは初めてでうまくなったのでまたやりたいです。 

久米翔雅 モリコロパークのゆうぐじょうのてっぺんの来ていいきもちでした。スケートで

すべれてよかったです。でも、ズボンがびしょぬれになってしまいました。 

山下佳祐 １月１３日スケートジョーで早くはしれてよかったです。 

鈴木 和 今日は、スケートで３回くらいころんだけどきょねんよりもすべるのがうまくな

ったつもり 

竹内 悠 スケートでじょうずにすべれるようになってうれしまったです。 

木山芽泉 １月１３日にスケートへ行きました。スケートはあずちゃんに転ばされたのをい

れて、５回くらい転びました。でも、また楽しかったです。その後もいろいろい

って面白かったです。また行きたいです。 

鈴木 天 もりころパークのチャレンジタワーのおくじょうにのぼったらすごく気もちよか

ったです。 

檜野あずみ きょうはスケートをしました。一回も転びませんでした。昼は、ももかさんが大

きなおにぎりをほうばっていました。３個もあるといったので、胃の中はどうな

っているのが見たいです。 

田嶋桃花 １月１３日のスケートでは、いろいろ教えながらすべりました。今回は、一回も

ころびませんでした。一人では、１・２回しかしかすべらなっかたけど、はじま

てあった子とたくさんすべれました。ハプニングもあったけど楽しかったです。

またいきたいです！！ 

安藤ゆか スケートで、さいしょはころんでばかりだったけど、どのどんうまくなってくま

した。たのしかったです。 

 

 

 

 

 

◆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）

事前の申し込みが必要です。都合により、開講しない日もあります。 


