えびなの子どもたちと共に２７年
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平成25年度、全ての事業が終了しました。
平成25年度は、支援サポーターの皆様のご支援と様々な方からのご協力により、今年度も無事終了することが出来ました。
今年度はＥＪＬＣ初の試み「子ども自然チャレンジキャンプ」や「２０１３年夏 福島と海老名の子ども交流（寺子屋合宿）」
などでは、ジュニアリーダー本来の活動ができたのではないでしょうか。また、会員の知識・技術向上と、ジュニアリーダー
活動のアピールのため活動してまいりましたが、まだまだ海老名市内では認知度が低く、次年度はさらなる活動のアピールを
していきます。皆様からのさらなるご支援・ご協力お願いします。
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自主研修会

事業報告！

１ 日目 えびな 市民 活動セ ンタ ー・交 流館

度

１日目は交流館の会議室、２日目は愛川ふれあいの村で行いました。
レクゲームからスタートし、和やかな雰囲気で始まりました。グループワークトレー
ニングでは「コピーブロック」「ネネちゃんのお家」で、学ぶことがたくさんありま
した。ティータイムでは次年度に向けて話し合いをしました。

３日間のプログラムは、日帰り：レクゲーム・グループワークトレーニング・ティータイム。
宿泊：ネイチャーゲーム、ファイヤー練習、野外炊事、キャンドルファイヤー、ウォークラリーを行いました。

事
業
グループワークトレーニング

少ない人数ですが、楽しく出来まし
た。ゲームを説明し実践など、みん
なが知らないゲームもありました。
出来るようになったかな？

２つのゲームをやりましたが、聴く
こと、伝えること、まとめること。
ジュニアリーダーをやっていく中で
必要なことを学びました。

３月 日から 日まで、日帰りと宿泊の２本立てで自主研修会を行いました。当初の予定では、ジュニアリーダー
養成研修会を開催予定でしたが、今年度は１件も申込がなく、急遽自分たちの知識・技術の向上のため、自主研修
会へと変更いたしました。当日は、ジュニアリーダーらしく積極的に楽しんでいました。企画や運営で戸惑ってい
る部分もありましたが、来年度も引き続き学んでいければと思います。

レ クゲ ーム

研修に参加して（感想紹介）

●中学２年 高井さん●
私は初めて、企画委員として、
キャンプに参加しましたが、
運営するのも、とっても大変
でなかなかうまくできず、知
識不足で迷惑をかけてしまし
ましたが、今回のキャンプで
学んだことを今後の活動に活
かせられるように頑張りたい
です。
●中学２年 池田さん●
私は今回の自主研では「今回
は自分の為だけでなく、他の
人の企画の説明などもしっか
り聞こう」と思っていました。
養成研は として２回目なの
で、周りをよく見て動けたつ
もりです。今回の自主研を通
して成長できたかなと思いま
す。ありがとうございました。
●中学２年 船松さん●
今回、研修生がおらず、自主
研修になってしまったのは残
念だったけど、目標の一年間
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２日目 愛川ふれあいの村（野外炊事）
研修のメインでもある、野外炊事(カレーライス)をやり
ました。先輩ジュニアが、後輩ジュニアに火の付け方や野
菜の切り方などを教え、無事火を着けることが出来ました。
ご飯も一緒に炊きましたが、鍋で炊いたこともあり、少し
柔らかく炊けましたが、カレーはどの班も美味しく出来ま
した。ここで学んだことを、次に活かしていきましょうね

レクゲーム

で学んだことを発揮するとい
うのは達成できてよかった。
また の色んなこと、仲間の
ことをより深く知れたので良
かったし嬉しかった。大変だっ
たところ、直せばよかったと
思うところはたくさんあった
けど、とても楽しく元気に活
動できた。
●中学１年 吉田くん●
宿泊室の掃除、ウォークラリー

さを改めて実感でき、また、
その「協力」の偉大さを学ぶ

ロックやネネちゃんのおうち、
野外炊事、ウォークラリーな
ど様々な面で「協力」の大切

り、進め方等を学ぶことがで
きました。そして、コピーブ

自主研に参加して、まず知ら
なかったゲームやゲームの入

●中学３年 山口さん●
１日目のレクで新しいゲーム
を知り、そのゲームを２日目
の夜の会のゲームの時にやる
ことができて自分の中ではす
ごく良かったと思います。自
主研だからこそ出来たこと、
学べたことがたくさんあって
よかったです。火の着け方も
少し忘れていたので、また教
わることができてよかったで
す。
●中学３年 古澤さん●

の坂のぼりが大変だった。

JL

ことが出来ました。
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(エグザイル
じゃんけん)

キャンドルファイヤー

●企画委員長●
清水未希さん(高校２年生)

朝食。ビュッフェでした。

ウォークラリー
（スペシャルミッション）

今回の自主研修会ということ
で、それぞれの活動してきた
ことを発揮できたと思います。
学ぶこともたくさんありま
したが、JL同士楽しく、仲を
深めることのできた3日間だっ
たと思います。

ネイチャーゲーム
(わたしの木）

毎月子ども会等から依頼の調整を

定例会・研修会報告

行っていますが、知識・技術向上
のために研修会も行っています。
その様子をお伝えします

10月定例会＋グループワーク研修・バルーン研修

10月定例会は、海老名市役所の会議室をお借りして行いました。グループワーク研修は、ジュニアリーダーにつ
いて、どうすれば盛り上がるかをやりました。バルーン研修は、アドバイザーのしおに指導してもらい、バルーン
アートの練習をしました。

11月定例会＋レクゲーム研修

11月定例会は、市民活動センター交流館の会議室で行いました。レクゲーム研修は少ない人数ではありました
が、じゃんけんを中心に事務局が指導しました。体験後に自分たちでも実践し、振り返りでみんなの意見を聞い
ていた姿がありました。

12月定例会＋クリスマス会

１２月定例会は、市役所をお借りして行いました、。１２月は子ども会からの依頼が多く、調整をしました。
また、午後からは、役員が企画したクリスマス会を開催しました。レクゲームやみんなでケーキなどを食べて早め
のクリスマスを堪能しました。

１月定 例会 ＋企画 委員 会
１月定例会は、交流館で行いました。子ども会からの依頼調整や、残りの事業に向けて話し合いをしました。午
後からは養成研修会実施のための企画委員会で、内容を煮詰めていきました。

２月定 例会 ＋交流 館フ ェス準 備
２月定例会は、交流館で行いました。当日は伊藤教育長が来ていただいて、ジュニアリーダーの活動をご覧にな
りました。午後からは交流館フェスで活動を紹介するポスターと装飾の準備をしました。当日が楽しみです。
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交流館１周年記念フェスティバルに参加しました。
青少年会館が閉鎖し昨年オープンした「えびな市民活動センター・交流館」の１周年記念フェスティバルに参加しました。
当日は、交流館を利用している多くの団体の活動発表や出店がありました。
私たちジュニアリーダーは、出店ブースとしてわたあめと落書きせんべい・バルーンアートを行いました。交流館と共同で
縁日広場というブースでスーパーボールすくいと駄菓子つかみ取りの運営を任され、雨のため子どもたちは少なかったですが、
子どもたちが楽しめる１日になったのではないでしょうか。また、バルーンアートは欲しい人に無料配布し、子どもたちの喜
んでくれる顔が見れました。ジュニアリーダーも少しずつ上手になっていました。
午後には、ゆるキャラの「えび～にゃ」も来てくれました。来年も参加したいです。

支援サポーター加入状況
支援サポーター（援助会員）の加入状況ですが、平成26年3月31日現在、
皆様のご支援により、予想以上の１
１０2口が集まりました。ありがとうございました。

援助サポーター９名４団体、活動サポーター３名

合計１2名４団体様、

総額２０４，０００円（内振込手数料１，５３０円）
頂いた援助会員費は会の運営等に使わせていただきました。誠にありがとうございました。
平成26年度も引き続き支援サポーターを募集しています。
お近くの方で、ジュニアリーダーをサポートしていただける方がおりましたら、
事務局までご連絡下さい。よろしくお願いいたします。
また、夏に主催キャンプを行います。運営も行うために大人の手を借りないとできない状況です。
手伝える方も同時募集もしています。（８月７日～９日予定）

皆様のご支援で、ジュニアリーダー活動が充実するように頑張ります。

平成26年度 支援サポーター募集
海老名市ジュニアリーダーズクラブでは、支援サポーター（援助会員）を募集しています。
昨年は皆様のお陰で、予想以上のご支援を頂きありがとうございました。
さらなる活動の充実と、ジュニアリーダー活動へのご支援お願いいたします。
援助会員には２つあり、
・援助サポーター（金銭的に応援をしていただける方）
・活動サポーター（夏キャンプなど時間がある時にお手伝いできる方）を募集しています。
年会費は、１口２０００円で、何口でも構いません。
昨年まで申込用紙がありましたが、今年度より振込用紙を申込用紙兼用してお使いいただけます。

皆様のご支援よろしくお願いいたします。

5

掲載されました

１年間活動してきて

タウンニュースの人物風土記（平成25年8月30日号）
に、会長の小林鈴佳さんが載りました。
（http://www.townnews.co.jp/0402/2013/08/30/20194
JL歴 ７年目
0.html）
さらに、人物風土記（平成26年2月7日号）に、事務
役職 アドバイザー
局も載りました。
（http://www.townnews.co.jp/0402/2014/02/07/22439
得意なこと
細かい作業
6.html）
ご覧になってない方は是非ご覧ください。
JLもアドバイザーも少ない人数での活動だったので、JLの子
タウンニュースさん、ありがとうございました。

山崎

栞

たちをサポートしながら混ざりながらで楽しく活動してきまし
た！！この１年間は「初めて！！」の活動が多かったので大変
でしたが、なんとか乗り越え、得たものも多くあったと思いま
す。反省を活かして、来年度もJLの子たちをサポートしながら
頑張って行きたいと思います。

小林

はじめました
海老名市ジュニアリーダーズクラブでは、ホー
ムページなどネットを使った広報活動を行ってい
ます。この度、1月からTwitterの運用をはじめま

鈴佳

した。ジュニアリーダーの活動をツイートしてい

JL歴

５年目

役職

会長（２年目）

また、今まであったブログをリニューアルしま
した。ホームページ管理人がブログの担当をして

学年

高校２年生

いましたが、役員を中心に更新予定です。
お時間があるときに、御覧ください。

きます。

ジュニアリーダーに関わってくださっている方々、本当に有 また、フォローよろしくお願いします。
難うございます。この活動は、私たち自身の力では何もできま
Twitter
せん。１年間、充実した活動が出来たことは、見えない部分で
様々な方が、力を貸して下さっているからだと思っています。
@ebinajlchp
今後とも一生懸命、元気よく活動していきますので、見守って
ジュニアリーダー活動日記（ブログ）
頂けたら幸いです。１年間ありがとうございました。
http://ameblo.jp/ebinajlc

平成26年度 定期総会開催します 議会で取り上げていただきました
平成２６年度 定期総会を開催いたします。
お時間がございましたら、ジュニアリーダーの活動をご覧に
なりませんか？
ご出席される方は事務局までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

日時

平成２６年４月２６日（土）１３時から

場所

えびな市民活動センター・交流館

（１２時４５分受付開始）
３階

３０１・３０２会議室

９月に行われた海老名市議会、第３回定例会
の一般質問において、久保田英賢議員さんの質疑
の「青少年の社会教育の場づくりについて」の
中で、ジュニアリーダーについて取り上げていた
だきました。ジュニアリーダー活動を通して、青
少年の循環型社会教育がもっと進む市になること
を信じ、子ども会だけに限らず、海老名の子ども
たちのために、そして、活動をする中学生・高校
生の社会参加を今後も続けていければと思います。
久保田議員さんや見上さん加藤さん、ありがと
うございました。

編 集 後 記
今年度事務局として１年間活動してきましたが、多くの方にジュニアリーダーを応援いただき、とても嬉しく思
います。２８年目を迎える平成２６年度はジュニアリーダー養成研修会を２泊３日１回ではなく、３本立ての秋と
冬の日帰りと、３月に１泊の宿泊研修を開催予定です。ジュニアリーダーの人数も徐々に少なくなっていますが、
活動している子たちをもっと応援していただける方が増えることがなによりだと思います。新しいことを始めるに
あたり、ジュニアリーダーたちやアドバイザーにはかなりの負担がかかりました。少しでも負担を減らし今後も広
報活動や様々なイベントを行います。ご支援ご協力お願いいたします（事）
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