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All our dreams can come true, if we have the 
courage to pursue them. I only hope that we don’t lose 
sight of one thing that it was all started by a mouse.                  

Walt Disney 
夢を求め続ける勇気さえあれば、すべての夢は必ず実現でき
る。いつだって忘れないでほしい。すべて一匹のねずみから
始まったということを。      ウォルト・ディズニー 

 

○父母親睦バーベキュー (Kenmin Family BBQ) 

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 
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２６日（日）までに連絡のお願いします。 

（※見習で参加を希望されるお子さんも、受け入れます） 

 
○健民はぜつり大会（予定）(Gobies fishing) 

  期 日 ７月 7 日（日）６:０0 集合―13:00 解散  

    会場、予定、費用は別途父母会で説明します。 干潮（大潮）11:36（常滑） 

 
○一泊訓練（第２弾）(2nd time 2days training) 『ゲームで楽しく！』  

  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：６月２２日（土）13:00 集合～２３日（日）１２:００解散 1 泊 2 日 

  会 場：安城市青少年の家 

  携行品：制服（T-シャツ）、寝袋、雨具、着替え、筆記用具、（米１合） 

          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：２２日 13:30 集合 14:00 入所式 15:00-17:00 隊訓練 

                  17:00-夕食つくり＆夕食 19:00～ゲーム指導 22:00 就寝 

           ２３日 6:00 起床 6:30 朝の集い 7:00 朝食 ９:00～ ゲーム指導 

                     11:30～退所式 12:00 解散 

 参加者の確認：6 月２日までに連絡ください。 

     夕食メニューを募集します！（※見習で参加を希望されるお子さんも、受け入れます） 
  

○日本健民少年団連合全国大会  

(Meeting of the All Japan Kenmin Shonen-dan union in Toyohashi) 

今年は豊橋市での開催となります。全国大会に向けて活動を充実させていきます。 

多くの参加をお願いします。（詳細は裏面を参照ください） 

期 日 ：平成２５年（２０１３年）８月２日（金）～４日（日）２泊３日 

会 場 ：豊橋市内 

      開会式 豊橋市公会堂  宿泊地 豊橋市野外教育センター  

 
 

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－ 

○２０１3 年団夏季野営大会（予定）(Kenmin Shonen-dan summer camp in 2013) 
テーマ：自然体験と野外で楽しく過ごす。仲間つくりをしましょう！ 

日 時：８月 1６日（金）～１８日（日）２泊３日 雨天決行 

集 合：西会館駐車場 １6 日 午前８時 帰宅予定 １8 日 午後５時ごろ 

会 場：検討中 

日 程：１６日 午前：テントサイト・炊事場つくり 

   午後：炊事、星空観察 

  １７日 午前：朝食作り・ハイキング 

      午後：炊事・キャンプファイヤー 

  １８日 午前：朝食作り・クラフト 

  午後：撤収と清掃 

個人装備：１６日の弁当、食器（皿・おわん・コップ・箸・スプーン）、洗面用具、軍手、 

   寝袋新聞紙、懐中電灯、米４合、カカトのあるサンダル、訓練 T シャツ（２枚）、 

帽子、ﾈｯｶﾁｰﾌ、持薬、着替え・サブザック、保険証のコピー、雨具（かさ・カッパ）、

防寒服 

団装備： 団旗、救急箱 

参加費： 実費で 3000 円（食料費、諸経費）＋1000 円（交通費：ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ使用） 

参加申込は、8 月 4 日までに、大島へ連絡ください。 

 

《活動報告》 
○平成２５年度 第一回全国委員会 

日 時：５月１１日（土）  場 所：豊橋市 

 今年の全国大会の開催地である、豊橋市で第一回委員会が開催

されました。当日は、生憎の雨模様でしたが全国１２都市団のう

ち９都市団が集合し、２４年度の行事・会計報告、２５年度の行

事計画・予算および、今年８月に豊橋で実施される予定の全国大

会の要項の説明などがありました。さらに、NPO 法人化に向け

た活動についての対応などの報告がありました。 

 委員会の後に、全国大会の会場となる豊橋市公会堂・豊橋動植

物公園（のんほいパーク）、宿泊場所となる豊橋市野外教育センターを見学しました。一年に

数回のみの顔あわせでしたが、和気藹々の中で進められました。豊橋団の強力に感謝します。 

 なお、委員会の内容について詳細を知りたいかたは、大島まで申し出てください。 

○平成２５年度 定例総会 
日 時：５月１２日（日）１８：００～   

会  場：安城市市民交流センター 活動室 

 平成２５年度の総会を挙行しました。衆議院議員（顧問）の

大見正さん・衆議院議員の大西健介さん・顧問の内藤教恵さん

のご出席をいただきました。 

 ２４年度の行事報告・会計報告、２５年度の役員選任・行事

予定・予算などが審議され承認されました。今年度の団長に仲

田宗子さんを選任し、新たな体勢で今年一年の活動を進めてい

きます。今年は、豊橋市で全国大会が開催されます。友好都市

団として協力を惜しまないこと。多くの団員の参加をすること

についても確認しました。 

 今年も団員の楽しい行事を盛りたくさんで頑張っていきましょう！！ 



○日本健民少年団連合全国大会  

 (Meeting of the All Japan Kenmin Shonen-dan union in Toyohashi) 

◇ 趣 旨 ：全国の健民少年団ならびに青少年活動を行なっている都市青少年が集い，より積

極的な交歓活動の実施により青少年の健全育成の振興を図り，本大会参加都市青少年の交流

と親睦を深め，日本健民少年団連合の充実と発展に寄与することを目的とする。               

 

◇ テーマ 

 

 

※ ええじゃないか（江戸末期，豊橋から全国に広まったと言われる踊りのかけ声） 

※ おいでん  （豊橋の方言で，「いらっしゃい」の意） 

 

◇ 主 催 ：日本健民少年団連合  

◇ 主 管 ：豊橋市健民少年団 

◇ 後 援 ：豊橋市，豊橋市教育委員会 

◇ 期 日 ：平成２５年（２０１３年）８月２日（金）～４日（日）２泊３日 

◇ 会 場 ：豊橋市内 

      開会式 豊橋市公会堂 （豊橋駅前より市内電車 10 分，市役所前下車すぐ） 

 〒440-0806 豊橋市八町通２丁目２２  TEL:0532-51-3077  

            宿泊地 豊橋市野外教育センター （国道 23 号バイパス野依 IC より車で 10 分） 

 〒441-3211 −豊橋市伊古部町枇杷ケ谷５７ １２ 

   TEL: 0532-21-2133 

◇ 日 程 ：裏面参照 

◇ 参加資格： （１）日本健民少年団連合加盟都市団員（小学校５年生以上） 

       （２）青少年活動を行っている青少年及び指導者 

◇ 参加費  高校生以下団員 ９，０００円  指導者 １２，０００円 

◇ 服 装 式典時 各都市団で決められた団服（制服） 

活動時 Ｔシャツ，短パンなど活動しやすい服装，帽子 

◇ 持ち物 上靴，洗面用具，宿泊着，着替え，懐中電灯，雨具，マイカップ，虫よけスプ

レー，常備薬，保険証（or 写し），ビニール袋（ゴミ袋用）,サブザック（水筒，

敷物，筆記用具，水着，タオル，スイミングキャップ，ゴーグルが入るもの）， 

その他日程等から必要と思われるもの 

※持ち物には，必ず名前を記入すること 

※各団は団旗，三脚，救急薬品などの必要品 

◇ その他 参加者は，全員傷害保険及び賠償責任保険に加入しておいてください。 

欠席された参加者の参加費は，原則としてお返ししません。 

  キャンプファイヤーのスタンツ（３分程度）をご用意ください。 

  各都市団の名物料理で，健民名物屋台村にご協力ください。 

◆ 申込方法 

別紙申込書に必要事項を記入して，６月２５日(火)までに下記に申し込み，あわせて参

加費を振り込んでください。 

申込ファイルをメールで送付します。なるべくメールで申込み願います。 

 

 

 

ええじゃないか豊橋 みんな おいでん 
～動物・植物・自然がいっぱい～ 

◇全国大会日程案 

時刻 時刻

6:00 起床 各部屋 起床 各部屋 6:00

6:30 朝の集い ファイヤ広場 朝の集い
徒歩移動

ファイヤ広場 6:30

7:00 朝食 炊事広場 7:00

7:30 表浜海岸 7:30

8:00 休憩・移動準備 各部屋 朝食 表浜海岸 8:00

8:30 集合・バス出発 ファイヤ広場 荷物整理・退室 各部屋 8:30

9:00 のんほいパーク 集会室 9:00

9:30 9:30

10:00 集会室 10:00

10:30 10:30

11:00 昼食配付
解散

11:00

11:30 受付開始 公会堂 11:30

12:00 　昼食 12:00

12:30 12:30

13:00 公会堂 13:00

13:30 バス移動 ※１台ずつ時間差で移動 13:30

14:00 移動 りすぱ豊橋 14:00

14:30 14:30

15:00 入所式
オリエンテーション

野外教育センター 15:00

15:30 入室・荷物整理 バス移動 ※時間差で移動 15:30

16:00 自由交歓 帰着・休憩 野外教育センター 16:00

16:30 16:30

17:00 夕食 炊事広場 夕食 炊事広場 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 集会室 ファイヤ広場 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 入浴・自由時間 浴室・各部屋 20:00

20:30 入浴・自由時間 浴室・各部屋 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 消灯
（指導者交流会）

各部屋
（食堂）

消灯
（指導者交流会）

各部屋
（食堂）

22:00

22:30 22:30

8月2日(金) 8月3日(土) 8月4日(日)

豊橋カレーうどん
豊橋名物のカレーうどんを満喫して
いただきます。

ゲーム交歓会
班別対抗のゲームで，仲間作りをし

ましょう。

健民名物屋台村
各都市団の名物料理を味わいます。

キャンプファイヤ
各都市団の出し物は何かな？

思いっ切り楽しみましょう。

ウォークラリー
のんほいパーク（豊橋総合動植物公

園）内を，クイズやゲームを楽しみ
ながら，散策します。

砂浜ウォーキング＋530活動
太平洋を身近に感じ，自然を守る
活動をします。

水泳・入浴
資源化センターの余熱を利用した

プールやお風呂で楽しんでくださ

い。（到着順に入場します）

クラフト研修
豊橋筆のミニチュアストラップ
を作ります。

※公共交通機関でお越し方は，

豊橋駅から市電に乗り，市役

所前で下車してください。

※バス・車でお越しの方は，

豊橋市役所中庭にご駐車くだ

さい。

※公共交通機関利用の方は，

豊橋のバスで豊橋駅まで

お送りします。

開会式

閉会式

＜１日目と３日目＞

公共交通機関でお越しの方は，

豊橋で用意したバスで移動してい

ただきます。バス・車でお越しの

方は，各自でご移動願います。

＜２日目＞

すべて豊橋で用意したバスで，

移動していただきます。

※車でお出での方は，センター内

の駐車場を利用ください。

※大型バスでお越しの方は，セン

ターに十分な駐車スペースがあ

りません。各自で確保願います。


