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      2023冬号    気づいてる? あなたのまわりの あたたかさ           令和 5年 1月（1）   

 
 

   

未来につなげる「きょうと★Smile（スマイル）」メッセージ Part8 
 

   2023 冬号 
公益社団法人 京都府青少年育成協会 
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町 104-2  

京都府庁西別館 3F 
Tel 075-417-0602    
Fax 075-417-0603 
E-mail kpyda@cello.ocn.ne.jp 
URL http://kyoto-seishonen.or.jp/ 

 
 

静から動へシフトチェンジ！  

新年あけましておめでとうございます。 

日頃から青少年健全育成のためにご奮闘いただいている学校・ＰＴＡ・地域など 

関係団体の皆様に感謝申し上げます。 

激動の年も暮れ、新たに迎えた今年こそ、平和な世界と安心・安全な当たり前の 

日常が戻ってくることを熱望しつつ、様々な目標を立て新年を迎えられたことと思い 

ます。青少年とその家族、地域、学校、PTAそして市町村民会議等の皆様と協働し、 

更に活動を充実させていきたいと考えています。 

コロナ 4年目の今年こそは、児童・生徒が長期間にわたり学校行事が少なくなり卒業アルバムが埋まらないとか、地域

の行事が連続中止で地域内の世代間の絆が希薄になったり伝統行催事伝承が滞ること等が回避できるよう、with コロ

ナ post コロナのもと工夫対策を施した上で、「静から動へ」とチェンジする適時と思います。 

私ども協会も昨年に関係機関・団体のご協力のもとで、3年ぶりにブロック別青少年市町村民会議懇談会と子供・若

者育成支援推進強調月間啓発行事、京都府青少年すこやかフォーラムを再開することができました。 

府内でも「取りあえず中止」が減少し、「何とか再開したい」が増えてきており、ほの明るい出口が見えてきたと感じてい

ます。 

青少年一人一人が地域社会の構成員として、いろんな行事の準備段階から参画し、役割を担い達成感と居場所・存在

感を体感できるよう、関係機関・団体の皆様と連携・協働しながら、更に活動を展開してまいりたいと思います。 

令和 5年が青少年はもとより関係の皆様にとりましてより良い年となりますことを祈念いたします。 

 

 

公益社団法人 京都府青少年育成協会  

会   長   上 田 静 男 

  

≪目次≫P1     ◇「静から動へシフトチェンジ!」 ～未来につなげる「きょうと★Smile（スマイル）」メッセージ Part8～ 
P2     ◇街頭啓発活動の実施 11月「子供・若者育成支援推進強調月間」in KYOTO/報告 （きょうと地域創生府民会議協賛事業） 
P3     ◇「青少年健全育成啓発パネル展」/報告（京都府との共催） 

P4     ◇第 44回「少年の主張京都府大会」/報告（京都府 PTA協議会 京都市 PTA連絡協議会との共催） 
      ◇令和 4年度「京都府青少年すこやかフォーラム」/報告 （京都府 亀岡市青少年育成地域活動協議会との共催） 

P5                 ◇京都府からのお知らせ 
        ・京都府青少年健全育成功労者等知事表彰（京都府（健康福祉部こども・青少年総合対策室 青少年係）） 

          ・「青少年いいねット京（みやこ）フォーラム」報告（京都府（健康福祉部家庭支援課）） 
          ・府民交流フェスタ インターネット（オンライン開催）に参加しています。 
P6     ◇京都府からのお願い 「子育て環境日本一」に向けたご協力について（京都府（健康福祉部こども・青少年総合対策室）） 
P7～ P9 ◇青少年育成市町村民会議の活動報告＆事業案内 
P10    ◇青少年（育成）団体の活動報告＆事業案内 
P11     ◇啓発リーフレット・動画のご案内（京都府教育委員会（社会教育課）、京都府警察本部（少年サポートセンター））  
P12    ◇京都府立青少年海洋センター（マリーンピア）活動報告（2022.4～12）（京都府から指定管理者の指定を受けて管理・運営） 

          ◇正会員・賛助会員の募集 

表紙の題字「    」（勝間喜一郎氏） 

https://kyoto-seishonen.or.jp/


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2023冬号    明るい家庭と地域の輪が育てる心豊かな青少年          令和 5年 1月（2）   
 

令和 4年度青少年育成府民運動の推進 ＊きょうと地域創生府民会議協賛事業 
 

街 頭 啓 発 活 動 の実 施 

11月「子供・若者育成支援推進強調月間」in KYOTOの開催 
11月の「子供・若者育成支援推進強調月間」に併せて、京都府の青少年の問題行動の防止や非行対策及び 

社会環境浄化など、青少年健全育成推進のための街頭啓発活動を府内青少年関係団体や青少年育成市町村 
民会議、京都市立の中学生、京都府立の高校生、京都府内の大学生の方々や京都府広報監「まゆまろ」と一緒 
に街頭啓発活動を実施しました。 

＜日 時＞ 11月 5日（土） 13時～15時 ＜会 場＞イオンモール KYOTO   

＜内 容＞ 知事・高校生メッセージ・ミニコンサート＆啓発活動等 

★活動に参加して・・ 

◇共に活動した団体等◇ 

京都市 京都コミュニティ研究所 京都市少年補導委員会 京都府更生保護女性連盟 京都府少年補導連絡協議会 日本ボーイスカウト京都府連盟 京都府保護司会連合会 

京都市立洛北中学校 京都府立東宇治高等学校 京都府立莵道高等学校 京都府警察本部少年課少年サポートセンター 京都府南警察署 京都府教育庁指導部社会教育課 

京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室 京都府健康福祉部家庭支援課 

 

新型コロナウイルス感染症の影響のため、人前で演奏させて

頂ける機会が少ない中、今回沢山の方に音楽を届けられたこと、

部員一同大変嬉しく思っています。 

この度は「子供・若者育成支援推進強調月間」街頭啓発活動に

参加させて頂き、有難うございました。 

京都市立洛北中学校 吹奏楽部 

（高校生メッセージ） 

最初は、どのような内容をどのように伝えるのが良いのか分
からず、悩みました。しかし、家族や先生方の協力もあり、内容は
もちろん、自分が思ったこと、考えたことを十分に伝えることが
できました。私のメッセージによって、少しでも意識を変えてく
れる人がいると嬉しいです。 

京都府立東宇治高等学校 生徒会役員 宮崎日花莉 

今回、このような大きなイベントで司会を務めさせていただい

たことを、大変嬉しく思います。難しいと感じる箇所や、力の及ば

ない箇所も多々あったかと思いますが、頑張って司会をするのは

とても楽しかったです。貴重な経験をさせていただき、ありがと

うございました。 

京都府立東宇治高等学校 放送部 大八木昇磨 

近年、新型コロナウイルスの影響で発表の場が少なく、久しぶ

りにたくさんの方々に演奏を聴いていただけてとても嬉しいで

す。また、お客さんの雰囲気がとても温かく、楽しく演奏するこ

とができました。このイベントに携わってくださったすべての皆

様、本当にありがとうございました。 

京都府立東宇治高等学校 吹奏楽部部長 松野布歩 

コロナ禍で大会や行事の中止など、校外で披露する機会がな
く、今回の参加に向けて、一般の方の前での演技経験者は一人も
いなく不安でしたが、多くの方に共感して頂けるようこれまで以
上に練習を重ねました。 
 演技が始まると足を止め、建物の上階やデッキから多くの方が
固唾を呑んで見入ってくださっている光景は、とても嬉しく心か
ら忘れることができません。 
このような機会を与えて頂き、ありがとうございました。 

京都府立莵道高等学校 書道部 

開会あいさつ 

知事メッセージ 

啓発活動 

啓発活動 

閉会あいさつ 

京都府広報監  
まゆまろ 
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      2023冬号    いま一度、家庭を 毎月第 4土曜日は「家庭の日」         令和 5年 1月（3）   

京都府内 9か所で「青少年健全育成啓発パネル展」を開催しました。 

 

亀岡市会場/亀岡総合庁舎 

11月 24日（木）～30日（水） 

 

京丹後市会場/峰山ショッピングセンターマイン 

11月 24日（木）～30日（水） 

 
綾部市会場/あやべ観光案内所 

11月 11日（金）～17日（木） 

 

京都市会場/中央青少年活動センター 

11月 14日（月）～20日（日） 

 

宇治市会場/宇治総合庁舎 

11月 1日（火）～7日（月） 

 

京都府庁会場/2号館 

11月 9日（水）～11日（金） 
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        2023冬号    大人が変われば子どもも変わる運動                 令和 5年 1月（4）   
第 44回「少年の主張京都府大会」を開催しました。 

 

 

 

＊大会の詳細は、広報誌「わかもの京都」VOL.135（令和 5年 3月発行予定）に掲載します。 

京都府青少年育成協会会長奨励賞 

京都府市町村教育委員会連合会会長賞 

京都府青少年育成協会会長奨励賞 

京都新聞賞 

京都府青少年育成協会会長奨励賞 

京都府青少年育成協会会長賞 

京都府公立中学校長会会長賞 

京都府青少年育成協会会長奨励賞 

ＫＢＳ京都賞 

京都府青少年育成協会会長奨励賞 

京都府教育委員会教育長賞 

京都市教育長賞 

京都府青少年育成協会会長奨励賞 

京都府青少年育成協会会長奨励賞 

京都市ＰＴＡ連絡協議会会長賞 

京都府知事賞 

京都府ＰＴＡ協議会会長賞 

   

  

石田 陽香 

西村 天志 

藤本 明柚 

栗山 侑夏 

齋藤彩央奈 

塩見 理桜 

真下 夏希 

髙橋 紗依 

川上 璃桜 

北畑  葵 

佐藤 春佳 

高橋愛結羽 

石田美羽子 

水嶋 奈緒 

森本 絢衣 

太田 真行 

武田ことは 
 
 
 

 

広がれ!笑顔の輪 

自分ってどれ? 

大切な人に 

「私にとっての太陽」 

人間とペットの共存 

男女差別のない社会を 

大江から発信!寛容さにあふれる社会 

三年分の髪 

「非日常」の中で考えたこと 

努力の意義 

「平和のバトン」 

思考をとめるな 

自分の良さ 

ゲームから気づいた勉強の大切さ 
考える力 

だったらこうしてみたら?で夢は叶う 

私の宝物 

向日市立西ノ岡中学校 

亀岡市立東輝中学校 

舞鶴市立加佐中学校 

亀岡市立南桑中学校 

舞鶴市立若浦中学校 

京都府立福知山高等学校附属中学校 

福知山市立大江中学校 

宮津市立栗田中学校 

亀岡市立亀岡中学校 

向日市立西ノ岡中学校 

亀岡市立南桑中学校 

龍谷大学付属平安中学校 

南丹市立美山中学校 

舞鶴市立城南中学校 

京都府立洛北高等学校附属中学校 

京都市立桂川中学校 

向日市立勝山中学校 

 

 

＜大会結果＞（発表順） 

■開催日 令和 4年 9月 23日（金・祝） 

■会 場 本願寺聞法会館「多目的ホール」 

■発表者 17名 

京都府知事賞を受賞された京都市立桂川中学校 3年太田真行さ

んは、全国大会候補者として推薦し、審査の結果、国立青少年教育振

興機構努力賞を受賞されました。 

You Tube 

令和 4年度京都府青少年すこやかフォーラム」を 

開催しました。 

～子どもの今を大切に! 共に育むフィールド（地域）をめざして!!～ 

◆開催日 令和 4年 9月 4日（日）   

◆会 場 亀岡市民ホール 

◆内 容 ふくちやま CAPによる「講演＆ワークショップ」 

◆参加者 125名 

主催  京都府  （公社）京都府青少年育成協会 亀岡市青少年育成地域活動協議会 

◆青少年健全育成 
団体活動発表 

亀岡市太鼓連合会 

◆講演会 

【テーマ】 

地域で見守るこどもの安全 
～いじめや虐待、暴力を防止するCAP活動～ 

【講師】 ふくちやま CAP 

◆町青少協活動発表 

南つつじが丘 
青少年育成協議会 

◆青少年健全育成 
団体活動発表 

たんぽぽちゃんの 
紙芝居パフォーマンス 

https://www.youtube.com/watch?v=aXGVeLcPCls
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        2023冬号   明るい家庭と地域の輪が育てる 心豊かな青少年            令和 5年 1月（5）   

令和４年度 

「青少年いいねット京
みやこ

フォーラム」 報告 

青少年と保護者のメディアリテラシーと情報モラルの向上を目

的としたフォーラムを開催しました。 

■開催日時・場所 

 令和４年８月２２日（月）１３:３０～１６:００ 

 京都府立京都学・歴彩館 大ホール 

■参加校                               

 京都市立岡崎中学校、京都市立春日丘中学校、京都市立西院中学校、  

 京都市立栗陵中学校、八幡市立男山第二中学校、   

 京都府立鴨沂高等学校、京都府立朱雀高等学校 

■パネリスト                             

 京都府立高等学校 PTA連合会会長、Facebook Japan株式会社公

共政策部長、京都府教育委員会指導主事、京都府警察本部少年サポート
センター副所長 

■コーディネーター 

 兵庫県立大学環境人間学部 准教授 竹内和雄 氏 

■主催 

 オール京都で子どもを守るインターネット利用対策協議会 

■内容 

 ・インターネット利用に関するアンケートの結果について 

 ・中学生・高校生からの提言と意見発表 

 ・企業からの取組報告 
 ・パネルディスカッション～参加生徒とパネリストによる討論～ 

■■■フォーラムの様子■■■ 
 
 

 

 

 

 

アンケート結果の発表の様子     パネルディスカッションの様子 

■当日の様子は、 

 始めに、参加した生徒達から、京都府内の中学生と高校生を対象とした
インターネット利用に関するアンケート結果を説明し、参加校各校から、提
言と意見発表が行われました。 

 次に、 Facebook Japan 株式会社から、保護者が子供達の安全安心

のため、ネット利用を管理しやすくするための取組報告が行われ、その後、
参加校の生徒とパネリストによる討論に移り、活発に意見が交わされまし

た。 

■参加した皆さんからは、 

★「提言の内容に、そうだなと考えさせられるものも多くとても勉強になっ

た」 

★「なぜそう思ったのか、どうしたら改善できるかを考えさせる様子がとて
も良かった」 

★「大人では考えがつかない意見があり、気づきが得られた」 等の感想を

いただきました。 

◎フォーラムの詳しい内容については、京都府ホームページに掲載してい

ます。下記URLまたはQRコードから御覧ください。 

事務局：京都府健康福祉部家庭支援課（075）414-4305    
https://www.pref.kyoto.jp/seisho/news/2022netforum.html 
 

令和 4年度 

京都府青少年健全育成功労者等知事表彰  

令和 4年１2月 1日（木）、ルビノ京都堀川において、青少年健全育成功

労者等知事表彰式が開催され、青少年の健全な育成に功労のあった個人・

団体の功績を称え、京都府知事から表彰状及び記念品が贈呈されました。  

表彰を受けられた方々

青少年育成部門（個人） 
青木 妙子  安達 純一  足立 俊長  井上  好   

上原とも子  岡田 良子  岸原 弘之  北村 正憲   

齊藤 和男  澤井 安子  園田 恭子  髙田 直浩   

髙林 伸樹  中瀬 哲夫  濱上 眞治  平井 斉己   

藤田 佳廣  三浦  俊  吉川 栄樹 

青少年育成部門（団体） 
右京少年補導委員会 北梅津支部 

きょうと食育ネットワーク 

西大久保小学校区青少年健全育成協議会 

ＨＯＭＥ 

三河内区青少年健全育成会 

山科少年補導委員会 春日野支部 

青少年部門（個人） 
野村 理絵 

青少年部門（団体） 
京都両洋高等学校吹奏楽部 

 

 

 

●令和 4年度府民交流フェスタ  

オンライン開催（インターネット）に参加

しています。（主催/きょうと地域創生府民会議） 
 

 
去る、11月 3日（木・祝）京都府立植物園で府民交流フェ

スタ（リアル開催）が行われました。  

協会は、オンライン開催（インターネット）に参加していま

す。 

特設インターネットサイト：
https://kyoto-fes.com 
公開期間 令和 5年 3月中旬ごろ 

◆◆京都府からのお知らせ◆◆ 
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♥♥京都府からのお願い♥♥ 

「子育て環境日本一」に向けたご協力について 

１.ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクトって 

公共の場で泣いている赤ちゃんを慌てて泣き止ませようとするママやパパに「焦らなくても大丈夫！ その泣き

声、気にしませんよ」と周囲が意思表示することで、赤ちゃんをやさしく見守り、子育てにあたたかな社会づくりを

目指すプロジェクトです。 

京都府は、子育て環境日本一を目指し、オール京都の推進体制「京都府子育て環境日本一推進会議」を設置し、

令和３年１１月３日に開催された「きょうと子育て環境日本一サミット」において、本プロジェクトへの賛同を共同で

宣言しました。 （オール京都体制のような形での賛同は、全国初） 

京都限定の「泣いてもかましまへん！」ポスターやステッカーを作成し、府内全域への周知を図っているところ

です。 

２.どんな取組をしているのか 

子育て環境日本一推進会議に参画いただいている JR 西日本や 

京都市交通局、日本郵便等の多くの企業・団体のご協力をいただき、 

公共交通機関や大規模施設など、多くの方々が通過・滞在する公共 

的な場所で、ステッカー配付や広告の掲出に取り組んでいます。 

また、様々なイベントでの配布や、プロスポーツチームの協力のも 

と、子どもの見守りスペースを設置し、子ども連れでも観戦しやすい 
取り組みを実施しました。        

参加者からは「参加して良かった」「子ども連れで観戦がしやすかっ 

た」等の声があり、子育て世代に優しい取組がますます広まっていく 

よう、引き続き、多様な機会をもって普及啓発に努めていきたいと考 

えています。 

 

 

 

 

３.取組への協力について 

現在、府内各所でステッカーを配布しておりますが、社会全体で「子育て世代を暖かく」見守るため、是非、ステ

ッカーを見かけたら手にとって、スマートフォン等に貼るなど、子育て世代を応援するための御協力をよろしくお

願いいたします。 

また、ステッカーやポスターの配架について、ご協力いただ 

ける場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。 

 

 

    

 

  

        2023冬号   明るい家庭と地域の輪が育てる 心豊かな青少年            令和 5年 1月（6）   

サンガイベント 

 

 
ハンナリーズイベント 

ステッカー配布場所はこちらから確認できます 

＜お問い合わせ先＞ 

京都府こども・青少年総合対策室（０７５）４１４－４６０２ 

（公社）京都府青少年育成協会も「京都府子育て環境日本一推進会議」に参画しています。 

 

 
グラフィカルイルミネーション 

♥ステッカー 

 京都府WE♥赤ちゃんプロジェクトはこちらから→ 

♥ポスター 

 

https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/welove/welove_sticker.html
https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/welove/welove_gaiyou.html
https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/welove/welove_gaiyou.html
https://www.pref.kyoto.jp/shoshi/news/weloveakatyan.html
https://www.pref.kyoto.jp/shoshi/news/weloveakatyan.html
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～青少年育成市町村民会議の活動報告＆事業案内～ 

-御提出いただきました活動報告等を、一部事務局で編集し掲載しました。- 

★新型コロナウイルス感染症の状況により延期又は中止になる場合があります。 
詳細は、各団体へお問い合わせください。 

●親子こうつうあんぜん教室＆京都府警音楽隊コンサート 

（日 時）令和５年２月１１日（土・祝） 13:30～15:00 

（会 場）舞鶴市中総合会館 

（内 容）小さな子どもたちが交通事故にあわないよう、通学通園するためのルールやマナーを親子で学びます。 

府警音楽隊の迫力ある演奏をお楽しみいただきます。 

（対 象）小学生・幼保育園児とその保護者 １００名 

●子育て応援映画上映会 

（日 時）３月４日（土） 13:30～15:00 

（会 場）舞鶴市商工観光センター 

（内 容）映画「ママをやめてもいいですか」の上映 

（対 象）市民150名 

舞鶴子ども育成支援協会 舞鶴市余部下 1167 舞鶴市中総合会館 3階 舞鶴市子ども総合相談センター内 TEL 0773-66-2120 

        2023冬号   明るい家庭と地域の輪が育てる 心豊かな青少年            令和 5年 1月（7）   

●城陽市青少年健全育成市民会議 新年研修会  

（日 程） 令和５年２月４日（土） 午後２時～午後４時   （会 場） 文化パルク城陽（大会議室） 

（内 容） 【講演】 テーマ：コロナ禍を生きる子どもたち（仮） 

                ～コロナ禍を生きる子どもたちをどのように支えるか 

感情の育ちに眼を向けて～ 

＜講師＞  村瀬 敏則 氏（京都府総合教育センター 教育相談部部長） 

（対 象） 城陽市青少年健全育成市民会議関係者 

城陽市青少年健全育成市民会議 城陽市寺田東ノ口 16番地・17番地 城陽市役所西庁舎 城陽市教育委員会文化・スポーツ推進課内  
TEL 0774-56-4059 

  

●「第４０回宇治市青少年健全育成推進大会」の開催 

（日 時）令和５年１月２９日（日） 午後１時００分～午後３時５０分（受付開始午後０時３０分） 

（会 場）宇治市生涯学習センター 第１ホール  （宇治市宇治琵琶４５－１４ TEL ０７７４－３９－９５００） 

（内 容） 

第１部 式典   表彰（感謝状贈呈）他 

第２部 実践活動報告（ジュニアリーダー・北小倉学区代表） 

第３部 講演  講師：市川 靖久 氏（京都府立乙訓高等学校 教諭／硬式野球部監督 ） 

宇治市青少年健全育成協議会 宇治市宇治琵琶 33 宇治市役所 6階 宇治市教育委員会教育支援課家庭地域支援係内 TEL0774-20-8766 

●家庭教育啓発チラシ（幼児用、小・中学生用）の作成 【１２月配布】 

「心豊かでたくましい子どもに～上手にネットを利用しましょう～」 

*保育所（園）、幼稚園、小・中学校を通じてし、保護者へ啓発を図ります。 

●11月 12日(土)に実施した令和４年度「第２４回中学生の主張大会」の発表作文集を 

12月に発行し、市内幼・小・中(園)学校、各 PTA会長、市議会議員、教育委員、社会教 

育委員、公民館長・主事・活動指導員、青少年問題協議会委員、民生児童委員協議会役員 

等に配付しました。 

 

宮津市青少年問題協議会 宮津市字柳縄手 345-1 宮津市教育委員会社会教育課内 TEL 0772-45-1642 

  

  

●令和４年度亀岡市青少年健全育成街頭啓発 

（実施日）令和 5年１月９日（月・祝）成人の日 

（場 所）JR亀岡駅周辺 

●亀岡市青少協だより（令和５年春号）発行予定 

亀岡市青少年育成地域活動協議会 亀岡市安町釜ケ前 82 亀岡市こども未来部子育て支援課内 TEL0771-25-5138 

 
 

 

https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/miyazu02.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/miyazu01.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/miyazu01.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/miyazu02.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2023/01/ujishi01.pdf
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●「サンタが街にやってくる」事業 ～３年ぶりに実施しました。❤～ 

（実施日）１２月２４日（土） 

（内 容）クリスマスイブの夜に、サンタクロースに扮した当会員が保護者の方から預かったプレゼントを 

子どもたちに届けました。                                                   詳細はこちらから→ 

 

 

井手町青少年を育てる会 綴喜郡井手町大字井手小字二本松 3-1 井手町教育委員会社会教育課内 TEL 0774-82-5700 

  

●たこづくりとたこあげ大会 

（開催日）１月２１日 

●第３回支部長会 

（開催日）３月中 

八幡市青少年育成補導委員会 八幡市八幡園内 75 八幡市教育委員会社会教育課内 TEL 075-983-1111 

●綴喜青少年の主張大会記録集の発行に伴う作文の選考 

綴喜地区青少年問題連絡協議会で作成される、大会記録集に掲載する作文を、町内各小中学校より１名を選考します。 

※綴喜地区青少年問題連絡協議会より、各代表者に記念品と記録集を贈呈されます。 

●「あいさつ・声かけ運動」（小中学生の登校時の安全を見守ります） 

毎月第３木曜日の朝、各小中学校等で、学校や PTA、社会教育委員会等と共催で実施しています。 

●令和 4年度家族ふれあい大賞第２６回「明るい家庭づくり（家庭の日）絵画展」（主催/京都府 京都府教育委員会 （公社）京都府青少年育成協会） 

町総合文化センターロビーにて開催を予定しています。 

*子ども達が描いた色鮮やかな作品から、家族の温かさや家族の絆が伝わる取組で、住民のみなさんが楽しみにされています。 

宇治田原町青少年対策協議会 綴喜郡宇治田原町立川坂口１８番地の１ 宇治田原町教育委員会 社会教育課内 TEL 0774-88-6613 

●「生活環境調査ガイド」を発行しました。 

「防犯上」「交通安全上」の課題を市内各小中学校・保育園・幼稚園で共有します。 

『生活環境調査ガイド』の詳細はこちらから→ 

 

京田辺市青少年問題連絡協議会 京田辺市田辺 80 京田辺市教育委員会社会教育課内 TEL 0774-64-1394 

  

 

●第 42回久御山町青少年の主張発表会 

（日 時） １月 21日（土）9時 30分～11時  

（場 所） ゆうホール交流ホール 

（内 容） 小学生６人・中学生３人・高校生３人、合計 12人が、体験したことや感じたことを発表した冊子を発行します。 

●機関誌「らしんばん」を令和５年３月 15日（水）発行予定 

久御山町青少年健全育成協議会 久世郡久御山町島田ミスノ 38番地 久御山町教育委員会生涯学習応援課内 TEL 075-631-9980  

        2023冬号    青少年をあたたかく見守る地域社会づくり             令和 5年 1月（8）   

 

●青少年健全育成「市民ふれあいコンサート」 ※感染状況等を注視し、出演者等の皆さまの安全を最優先に開催方法を検討しています。 

（実施日）３月２１日（火・祝） 

（会 場）永守重信市民会館 

（出演者）市内３中学、１高校、１団体 

向日市青少年健全育成連絡協議会 向日市寺戸町中野 20 向日市教育委員会生涯学習課内 TEL075-931-1111 

●令和 4年度パラスポーツ講演会 【報告】 

（日 時）令和 4年 12月 2日（金）19時 30分～21時 

（会 場）アグリセンター大宮多目的ホール 

（参加者）50名 

（内 容） 演題：「あきらめたことをあきらめない」 

       講師：辰己 博実 氏 
（テス・エンジニアリング株式会社 東京パラリンピック日本代表） 

京丹後市青少年健全育成会 京丹後市大宮町口大野 226 京丹後市教育委員会生涯学習課社会教育係内 TEL0772-69-0630 

 

 

https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/kyotanabe02.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/ide-02.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/kyotanba01.pdf
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●年末村内本部パトロール（年末の青少年の非行防止等の啓発活動）  

（日 時）１２月２２日（木） 午後３時～午後５時 

（内 容）村内２コース（２台）＋警察車両２台    

（参加者）役員、木津署員２名（高山・大河原駐在）、木津防犯推進員、村役場職員、教育委員会担当者   総勢 約１５名  

●相楽青少年の主張大会 （開催日）2月 19日（日） （活動内容）運営協力 

南山城村青少年育成協議会 相楽郡南山城村大字北大河原小字久保 8 相楽東部広域連合教育委員会 南山城村分室内 TEL0743-93-0580 

        2023冬号    青少年をあたたかく見守る地域社会づくり             令和 5年 1月（9）   

●冬の創作活動     

（日 時）12月 3日（土） 9：00～12：15 （会場）笠置小学校体育館 

（内 容） 

◇製作体験（ブックエンド作り）  ◇すいとん汁作りと試食 

●相楽青少年の主張大会  

（開催日）2月 19日（日） 

各小学中学校からそれぞれ代表 1人が相楽主張大会に参加します。     

 笠置町青少年育成委員会 相楽郡笠置町笠置浜 56 相楽東部広域連合教育委員会 笠置分室内 TEL 0743-95-2726 

 
 

●『第３８回和束町少年の主張大会』を開催しました。 

（開催日）令和４年１１月１２日（土） 

（会 場）和束町人権ふれあいセンター 

（内 容）小学生、中学生それぞれ 6名の主張発表。 

★日頃感じている思いや意見を緊張しながらも堂々と発表していました。 
 

和束町青少年育成委員会 相楽郡和束町大字中小字平田 23番地の 1 相楽東部広域連合教育委員会内 TEL 0774-78-4335 

  

  

●「クリスマス映画会」の開催 子どもたちの情操教育や豊かな感受性を育むことを目的に開催しました。 

（日 時）令和４年１２月１７日（土）午後２時～４時 （会 場）和知ふれあいセンター 

（内 容）ミュージカルアニメの上映 ※詳細については、案内チラシを参照 

●「子育て講演会」の開催 

子育てに関する情報提供の場として、また豊かな心をはぐくむ家庭の教育力を高めます。 

（日 時）令和５年１月１４日（土）午後２時～３時４０分 

（場 所）京丹波町役場（京丹波町蒲生蒲生野４８７番地１） 

京丹波町青少年育成協会 船井郡京丹波町本庄ウエ 16番地 京丹波町和知支所 京丹波町教育委員会社会教育課内 TEL 0771-84-0028  

 

●「第１６回与謝野町子ども発表会」開催しました。 

（日 時）令和 4年 12月 4日（日）14：00   （会 場）与謝野町立生涯学習センター「知遊館」 

（内 容）町内小・中・高校生代表 10名の意見発表 

（その他） ・発表作文集を発刊し、発表者や学校、育成会委員、関係団体等へ配布（1月下旬、340部） 
・それぞれの作文には教育長の講評コメント掲載 
・発表者には作文集の他に記念写真と発表会録画ＤＶＤ贈呈  

●育成会運営委員啓発委員合同部会（年間の反省と申送り事項の確認、2月下旬） 

与謝野町青少年育成会 与謝郡与謝野町字加悦 433 与謝野町教育委員会社会教育課内 TEL 0772-43-9026  

●青少年健全育成啓発活動 

（内 容）地域に自転車広報シートを配布し、自転車の前かごなどに付けて 

日々啓発活動を行います。 

※自転車広報シート・・・町内小中学校の児童生徒から青少年健全育成に 

係る標語を募集し、その最優秀作品を活用します。 
 

精華町青少年健全育成協議会 相楽郡精華町南稲八妻北尻 70精華町教育委員会生涯学習課内 TEL 0774-95-1907 

 

 

https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2023/01/kasagi02.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/kasagi02.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/wazuka.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/wazuka.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2023/01/kyotanba01.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2022/12/kyotanba01.pdf
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■体験イベントの報告 

（日 時）11月 26日（土）10：00～15：00 （会場）京都府立伏見港公園 

（参加者）一般府民（小学生とその保護者）約 700名 

（内 容）スポーツ・レクリエーション 15種目の体験を楽しんでいただきました。 

■寒い季節を元気に乗り越えよう！「健康体操教室」の案内 

（日 時）1月 14日（土） 【脳トレ×運動】、 3月 4日（土） （リズミックウォーキング） 

*いずれも 10：00～12：00  

（場 所）京都医健専門学校 3Fスタジオ 

（参加費）一般 800円、学生 500円  （持ち物）体育館シューズ、飲み物 

特定非営利活動法人京都府レクリエーション協会  京都市南区東九条下殿田町70京都府ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ内  TEL ＆FAX 075-634-7584  

メール info@kyoto-rec.net   URL http://www.kyoto-rec.net/ 

■全国防災キャラバン 

（対 象）地域の子どもとその家族 

（内 容）「防災」教育とスカウト活動の体験 

災害時に活用できるスカウトスキルを提供やスカウト活動の体験 

（日 程）  未定    

（場 所）イオンモール京都桂川店、イオン福知山店 

■国際交流 
姉妹盟約締結している韓国・京畿南部連盟（スカウト１７名・リーダー８名）が京都を訪問し、ホームスティや様々な国際交流を通じて友好を深め
ました。 

（日 程）１月７日（土）～１１日（水） 

■その他 

「京都市はたちを祝う記念式典」「都道府県対抗女子駅伝競走大会」「京都マラソン」「全国車いす駅伝競走大会」に沿道整備等の奉仕を行
います。 

日本ボーイスカウト京都連盟 京都市南区東九条下殿田町 70京都府民総合交流プラザ 3F TEL 075-662-8801 

～青少年（育成）団体の活動報告＆事業案内～ 

★新型コロナウイルス感染症の状況により、延期又は中止になる場合があります。 

詳細は、各団体へお問い合わせください。 

 
 

-御提出いただきました報告等を、一部事務局で編集し掲載しました。（掲載順不同） 

■社会奉仕活動 ｰ清掃ｰ 

審判前や試験観察中の少年と一緒に地域の清掃活動を行います。（1人の少年と数人の BBS メンバー、保護司の方々と班を組みます。） 

■児童自立支援施設訪問 

児童自立支援施設を訪問し、子どもたちと交流し、一緒に各行事（スポーツや文化祭・遠足など）に参加します。 

■学習支援 

京都家庭裁判所にて、審判前や試験観察中の少年の話し相手や受験に向けた学習支援を行います。 

■家裁見学会 

京都家庭裁判所の調査官の協力を得て、庁舎見学や座談会、ＢＢＳの関与する活動を取り上げた講義などを行います。 

■その他 

少年への学習支援や各種研修会を随時行います（予定）。 

京都 BBS連盟  京都市上京区烏丸通今出川上ル岡松町 255 京都保護観察所内 TEL 075-441-5141 

      2023冬号    気づいてる? あなたのまわりの あたたかさ            令和 5年 1月（10）   

 

 

 

http://www.kyoto-rec.net/
https://www.scout.or.jp/kyoto/
https://twitter.com/kyotobbsrenmei
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2023/01/fureku.pdf
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      2023冬号    気づいてる? あなたのまわりの あたたかさ             令和 5年 1月（11）   

■京都府警察本部少年課 少年サポートセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀「ネットには危険がいっぱい」（動画） 

 

 
●動画の視聴はこちらから 
（京都府警察公式 YouTubeチャンネル） 

●小学生用 

https://youtu.be/jBQkUAl2NV4 

●中高生用 

https://youtu.be/q-_Dsg8gdqY 

➂「大麻の危険～あなたの近くに迫っている～」 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➁「非行・被害防止パンフレット」 

 

 

 

 

 

 

  
 

■京都府教育委員会 社会教育課 ←こちらから HPをご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

  
■子育てマイルール  

■みんなで食を楽しもう 
 

■本は友だち ＜①＞＜②＞ 

 
■NO DRUG 

 
■インターネットと上手に付き合うために  

■■■啓発リーフレット・動画のご案内■■■ 
★★ご活用ください。★★ 

★画像などをクリックしていただきましたら、内容をご覧いただけます。 

 

https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2023/01/fukei02-1.pdf
https://kyoto-seishonen.or.jp/kyoto-seishonen-wpdir/wp-content/uploads/2023/01/fukei02-1.pdf
https://youtu.be/jBQkUAl2NV4
https://youtu.be/q-_Dsg8gdqY
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/hiko/documents/taimaaa.pdf
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/hiko/documents/taimaaa.pdf
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/hiko/documents/hikoupannhu2.pdf
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/hiko/documents/hikoupannhu2.pdf
http://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/
http://www.kyoto-be.ne.jp/soumu/upload/040303kosodate.pdf
http://www.kyoto-be.ne.jp/soumu/upload/040303kosodate.pdf
https://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/wp-content/uploads/2022/05/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B3%87%E6%96%99%E3%80%8C%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A7%E9%A3%9F%E3%82%92%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%82%E3%81%86%E3%80%8D.pdf
https://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/wp-content/uploads/2022/05/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B3%87%E6%96%99%E3%80%8C%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A7%E9%A3%9F%E3%82%92%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%82%E3%81%86%E3%80%8D.pdf
https://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/?p=215
https://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/wp-content/uploads/2022/05/1.pdf
https://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/wp-content/uploads/2022/05/2.pdf
https://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/wp-content/uploads/2022/05/NO%E3%80%80Drug.pdf
https://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/wp-content/uploads/2022/05/NO%E3%80%80Drug.pdf
https://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/wp-content/uploads/2022/06/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E9%80%81%E4%BB%98%E7%94%A8%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88%E2%91%A2%E3%83%86%E3%82%B6%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%89.pdf
https://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/wp-content/uploads/2022/06/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E9%80%81%E4%BB%98%E7%94%A8%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88%E2%91%A2%E3%83%86%E3%82%B6%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%89.pdf
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■親子でカッター＆野外炊事体験 
実施日／8月 27日～28日 

  

      2023冬号    明るい家庭と地域の輪が育てる心豊かな青少年         令和 5年 1月（12）  

公益社団法人 京都府青少年育成協会は、 
 

昭和 42年に当時の府政の基本的な方針に沿って、京都府青少年育成協会の前身、「青少年育成京都府民会議」を結成し、青少年育
成府民運動を進めることとなりました。（平成 25年 4月 1日付で、公益社団法人に移行） 

平成 29年 9月、協会創立 50周年を記念して制定しました、青少年健全育成府民運動スローガン「気づいてる? あなたのまわりの 
あたたかさ」のもと、「明るい家庭と地域の輪が育てる心豊かな青少年」を合言葉に青少年をあたたかく見守り、その健やかな成長を支
援する健全な地域社会づくりを推進するため、官民一体となった青少年健全育成府民運動の活動を展開しています。 
 また、京都府立青少年海洋センター及び宮津市 B＆G海洋センターの各施設について、管理・運営の指定を受けています。 

正会員・賛助会員の募集 （入会の御案内）   青少年の健全育成に、どうかあなたのお力をお寄せください。 

≪正会員≫青少年活動を支援し、推進していただける団体・個人の方（総会への参加を通じて、事業計画の決定に参画していただきます。） 

■年会費 （団体）年額 3,000円（個人）年額 2,000円 

≪賛助会員≫青少年育成活動に感心があり、資金面で支援していただける団体・企業・個人の方 
■年会費 （団体・企業・個人）年額 2,000円 1口以上 

【入会方法】 （公社）京都府青少年育成協会まで御連絡ください。 

          TEL075-417-0602 FAX075-417-0603 e-mail kpyda@cello.ocn.ne.jp 
【会員の特典】 ■協会広報誌「わかもの京都」の送付  

■「少年の主張京都府大会」「家族ふれあい大賞・明るい家庭づくり（家庭の日）絵画展」の作品集、 
その他啓発資料等の送付 

■「京都府青少年すこやかフォーラム」の開催案内をはじめ、青少年に関する情報の提供（随時） 

■家族利用ＤＡＹ ①（10月 15日（土）） ②（11月 5日（土）） ③（12月 3日（土）） 

家族でマリーンピアに宿泊して、様々な過ごし方をされました。 
 ●京都府北部地域への観光。●マリーンピアの施設で遊んだり、体験したり、のんびりと。 など 

 

■マリーンピアでクリスマス 
実施日／12月 10日 

■施設無料公開 

①（10月 16日（日）） ②（11月 6日（日）） 

楽しい一日を過ごしていただきました。 

■問合せ先 京都府立青少年海洋センター（マリーンピア）             ■URL:http://marinpia.jp/ 

〒626-0068 宮津市字田井 382  電話 0772-22-0501    ■YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uPBKtsMolvE 

■親子でカヌー体験教室 
実施日／8月 4日～5日 

 

■夕暮れ納涼コンサート 
実施日／9月 3日 

  

京都府立青少年海洋センター 

令和 4年 8月～12月の主な活動報告 

http://marinpia.jp/
http://marinpia.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=uPBKtsMolvE
http://marinpia.jp/
http://marinpia.jp/

