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　観測史上まれに見る（暖冬）記録を残した今年の冬、海
に山に多くの深刻な状況を耳にしました。海では、海水温
の上昇による魚種、漁獲への影響。山ではスキー場の雪
不足で観光関連事業への深刻な打撃が報じられました。
私たちが誇りにする自然豊かな但馬の、厳しい現実の一
面でもあります。
　このたび天皇陛下の皇位継承がなされ、私たちは「平
成」から「令和」という新しい時代の幕開けに立ち会いま
した。また、前年には兵庫県青少年本部創立50周年、こ
こでも大きな節目という貴重な経験をさせていただきまし
た。節目と言えば、縁起物の松竹梅の「竹」を思い浮かべ
ますが、古くから日本を象徴する植物の一つと言われてい
ます。竹の伸びやかな姿には一つ一つの「節」があり、そ
のしっかりとした節を起点にして強い次の成長へと伸びて

いきます。永い歴史の中、数々の節目を繋いできた兵庫県
青少年本部の設立は、戦後社会の混乱期、戦災孤児や
少年たちの犯罪が激増し最初のピークに達した昭和26年
を経て、経済復興、社会の安定化への施策・対策をすす
める中、昭和41年、総理府の「青少年局」のもと国民運動
の拠点「青少年育成国民会議」が設立されました。やが
て全国に波及し「青少年育成都道府県民会議」の設置
が進められ、兵庫県では昭和43年に「兵庫県青少年本
部」が発足しました。先輩のご苦労と困難な節目をいくつ
も乗り越え、但馬青少年本部もさらなる充実を目指してい
ます。
　青少年の生活には「家庭、学校、地域社会」の場があり
ますが、青少年本部（市町民会議）はその3つの連携強
化をはかることと、県民、市・町民の「地域ぐるみ」の気運
を醸成する重要な役割りが与えられています。平成10年
から、青少年育成国民会議が提唱した「大人が変われ
ば子どもも変わる」運動が続けられる中、青少年は身近な
人々や社会環境から影響を受けながら育っていくことを想
い「子どもは社会を映す鏡」であることを念じつつ、私たち
はねばりづよく進んでいきます。

「青少年育成運動」の
原点を想う

但馬青少年本部長
石 田 俊 一

　　　  　山陰海岸ジオパーク小学生駅伝競走大会　 P2に紹介記事
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～私の主張２０１９～

男子の 部
順位　タイム　　　　 チーム名

1位　28′49″　豊岡市立五荘小学校Ａ
2位　29′04″　香美町立香住小学校Ａ
3位　29′12″　豊岡市立竹野小学校
4位　29′22″　朝来市立竹田小学校
5位　29′24″　豊岡市立神美小学校
6位　29′27″　新温泉町立浜坂北小学校Ａ
7位　29′45″　養父市立八鹿小学校
8位　29′50″　豊岡市立五荘小学校Ｂ

女 子 の 部
順位　タイム　　　　 チーム名

1位　30′33″　豊岡市立豊岡小学校Ｂ
2位　30′53″　香美町立小代小学校
3位　31′24″　朝来市立竹田小学校
4位　31′38″　京丹後市立橘小学校
5位　31′41″　朝来市立山口小学校
6位　31′42″　豊岡市立清滝小学校
7位　31′54″　豊岡市立五荘小学校Ａ
8位　32′15″　朝来市立枚田小学校

山陰海岸ジオパーク小学生駅伝競走大会

但馬中学生からのメッセージ

　10月26日（土）全但バス但馬ドーム周辺駅伝コース（豊岡市日高町名色）にて、第6回山陰海岸ジオパーク小学生
駅伝競走大会兼第30回但馬小学生駅伝競走大会を開催しました。この大会は長距離走を通して個人の心身を鍛え
るとともに、1本のタスキをつなぎながらゴールを目指すなかで、仲間意識の醸成を図り、府県を超えた小学生同士の
交流を目的としています。今年度は、但馬地域、京都府京丹後
市及び鳥取県鳥取市、鳥取県岩美町から、男子49チーム、女
子49チーム、合わせて98チーム、総勢522名の小学生が参加
しました。当日は、競技前に降っていた雨もあがり、全チーム完
走しました。
　この日のために、チームメイトと励まし合いながら練習を積
み重ねた日々。当日は、家族や先生方、仲間たちの熱い声援を
受け、日々の練習の成果を発揮できたのではないでしょうか。

○但馬青少年本部長賞（最優秀賞）
「私は日本人！？」 新温泉町立夢が丘中学校　3年　稲垣沙耶香

○但馬中学校長会長賞（優秀賞）
「ふるさとを見つめて」 豊岡市立豊岡南中学校　3年　村尾しずく
「自然と人間の共存を目ざして」 養父市立大屋中学校　3年　上垣　菜春

○奨励賞
「大人だから」 豊 岡 市 立 港 中 学 校　3年　桶生　奏和
「『声』の力」 豊岡市立竹野中学校　3年　竹垣　彩音
「地域の方に支えられて」 朝来市立和田山中学校　3年　渡部さくら

　今年で第29回目となる「但馬中学生からのメッセージ」を、8月24日（土）新温泉町夢ホール（新温泉町湯）におい
て開催しました。但馬管内6ブロックの代表6名が日常生活や団体活動等の体験を通して、考えていること、感じてい
ること、未来への希望や提案などを発表しました。
　新温泉町立夢が丘中学校の稲垣沙耶香さんが「但馬青少
年本部長賞」を受賞。「わたしは日本人！？」と題し、ハーフとして
生まれ、小学生の頃に他人の何気ない一言に傷ついた体験を
通し、「私は何人だろう」と自問自答してきた日々。そして、「握
手」という本に出会い救われた経験を通じて、一人が一人とし
て尊重される世の中、そのような社会を目指す一人として生き
ていこうという思いを発表しました。稲垣さんは但馬代表とし
て、9月29日（日）、兵庫県民会館（神戸市中央区）で開催され
た兵庫県大会に出場し、「最優秀賞」を受賞しました。

なにじん
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第１６期こころ豊かな人づくり５００人委員育成事業

　但馬ブロックの第16期12名
の委員は、青少年を取り巻く現
状について学ぶとともに、「青少
年健全育成における体験活動の
充実」をテーマに、青少年の健や
かな成長や夢を応援する人を育
てる講座を受講しています。
　期間は、令和元年8月から令和3年2月の間で、教養講座や実践活動等、全講座16回以上のうち8回以上の講座を
受け、修了します。
　この約半年間で、教養講座として「スマホサミット」や「子どもの居場所づくり交流会」等さまざまな講座を受講しま
した。また、実践活動としては「子どもの冒険ひろば」の活動視察等を体験しました。修了後には、講座で学んでいた
だいた知識や経験を活かし、但馬での青少年育成活動や地域活動に積極的携わってくれることでしょう。

但 馬 青 少 年 本 部 長 表 彰

「青少年サポートセミナー」 但馬ブロック

　地域で日常、地道にしかも他の模範となるような活動を進めている青少年、青少年指導者及び青少年団体、
グループ等を表彰しています。平成７年度から実施しており、これまで青少年、青少年指導者の部59名、青
少年団体・グループの部72団体が受賞。令和元年度の受賞者・団体は次のとおりです。

※敬称は省略させていただきます。

◆ 青少年団体・グループ等の部（2団体） ◆
青 少 年
健全育成

新温泉町立夢が丘中学校生徒会（新温泉町）社会貢献

　平成26年より、生徒会
が中心となり地域貢献活
動を行っている。プルタ
ブ・エコキャップ回収、高
齢者に配布されるお弁当
の包み紙の絵の制作や

栞づくり・年賀状制作等、新温泉町社会福祉協議会の協
力のもと活動を行っている。
　これらの活動は、地域福祉に多大な貢献をしている。
また、スマートフォンの安心・安全な利用についての取組
として、生徒会が中心となり、生徒だけではなく保護者や
家族にも対象を広げ、講習会やネット利用に関しての
ルールづくりを行い、トラブル防止の啓発に大きく寄与し
ている。

ぶんちゃんのおはなしポケット（新温泉町）
　平成9年設立。図書館内
でのおはなし会やイベント
参加はもちろん、町内のこ
ども園、小学校、中学校や
高齢者施設、福祉施設へ
の「出張おはなし会」を実

施している。また、高校生への「読み聞かせ研修授業」や小
学校教諭への講習会等読書推進活動にも力を入れている。
平成18年からは、乳幼児健診に出向き、乳児と保護者対象
の「ブックスタート活動」を開始した。
　これらの読書推進活動が認められ、平成23年に文部科
学大臣賞を受賞した。平成30年度は年間119回の読み聞
かせ活動等を行っている。これら多岐にわたる活動は、地域
の青少年健全育成活動や地域福祉に大きく寄与している。

◆ 青少年、青少年指導者の部（1名） ◆

青少年健全育成 稲津　賢和（朝来市）

　「地域の有志を集めて、子どもたちに地域の良さを学んでもらいたい」との思いのもと、平成6年か
ら25年の長きにわたり、ヒメボタルやホタルミミズの観察等の環境学習活動を朝来市立東河小学校
の児童に指導している。
　また、壱岐交流推進委員会事務局長として朝来市と友好都市を結んでいる長崎県壱岐市との交流
事業を、平成26年から進めている。同時に地元朝来市立東河小学校と壱岐市立箱崎小学校の相互の
児童学校訪問等の交流事業にも尽力している。これらの活動は、絆づくりやふるさと意識の醸成等、
地域の青少年健全育成活動の推進に多大な貢献をしている。
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　但馬青少年本部では、青少年育成関係団体（28団体）並びに関係業
界とともに、青少年の健全育成に向けた取組を進めています。社会の
ルールやマナーを守り、生きる姿勢を正すなど、まず大人自身が変わらな
ければなりません。
　青少年の非行防止や健全育成に対する県民意識を一層高めるため、
今年度は、新温泉町立浜坂中学校体育祭（9月）、並びに11月の内閣府が
実施する「子ども・若者育成支援強調月間」に合わせて但馬まるごと感動
市（11月）の会場で「大人が変われば子どもも変わる」県民運動街頭
キャンペーンを実施。また、夏休みの期間中に、朝来市と香美町内におい
て、地元関係団体とともに「青少年を見守るひと声運動」（夜間パトロー
ル）を行いました。
　さらに、関係行政機関等と協働して未成年者飲酒防止街頭キャンペー
ン、インターネットトラブル未然防止キャンペーン等の啓発活動も展開し
ました。

青少年を守り育てるスクラム運動の推進

「とちのき村冒険ひろば」

　本協議会では、主に薬物乱用防止キャンペーンや薬物乱用防止
教室を行っています。薬物乱用防止キャンペーンでは、啓発用ビブス
や帽子を着用した指導員等が薬物乱用防止に関して一言声をかけ
ながら、ショッピングセンターやイベント会場にてリーフレット等の啓
発資材の配布を行います。薬物乱用防止教室では、小学生や中学生
等を対象に、薬物の種類・身体や心への影響・誘われた時の断り方等
について講義をします。
　このような活動を通して、青少年をはじめ幅広い年齢層に対し、薬
物についての正しい知識の普及を図っています。そして今後も、一人

一人の薬物乱用防止意識を高めることにより、麻薬・覚醒剤等の薬物乱用の根絶を目指します。

　とちのき村冒険ひろばは、「自分の責任で自由に遊ぶ」をコンセプトに、プレーリーダーが見守る中、香美町小代の
自然を活かした遊び場を提供しています。
　子どもたちが自分でチャレンジ、トライしようとする時、その
表情は意欲に満ちてキラキラしています。そんな子どもたちの
経験を応援する、それが「とちのき村冒険ひろば」です。プレー
リーダーは、子どもたちが大きなケガをしないように見守りま
す。そして一緒に遊びます。子どもたちが自然を肌で感じ、「た
くましく」そして「しなやかに」成長することを願いつつ、グリー
ンシーズンは森や渓谷を使い、ウインターシーズンは雪遊びを
中心に活動を行っています。
　詳しくはhttp://www.obs-mikata.org/news/350/にて
案内しています！

「但馬地区薬物乱用防止指導員協議会」「但馬地区薬物乱用防止指導員協議会」構成団体の取組

子どもの子どもの
険ひろば事業冒険ひろば事業

子どもの
冒険ひろば事業
子どもの
冒険ひろば事業
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養父市立建屋小学校養父市立建屋小学校

Global＆Local（「Glocal」）
Fly towards the world!

建屋っ子!!

特色ある学校の取組特色ある学校の取組特色ある学校の取組特色ある学校の取組

　“Good morning,everyone! 
Today is～”常駐ALTによる朝の
放送で学校の一日がスタートしま
す。本校は、「外国語学習を通した
コミュニケーション能力の育成」を
特色とした但馬初の小規模特認校
です。日常生活の中でネイティブな
英語と触れ合う機会の充実や英語
スピーチコンテストの実施、パース
市との児童交流事業、そして、海外
の講師とリアルタイムで会話する
「On-Line英会話」授業等に取り組
んでいます。今後も地域の文化を基
盤に世界に羽ばたける「グローカ
ル」な子どもたちの育成を目指した
学校づくりを進めていきます。

青少年育成団体の取組
■ママの働き方応援隊 但馬校

日本一小さな先生「赤ちゃん先生」と

代表　松田　佳苗
　赤ちゃん先生プロ
ジェクトは、赤ちゃん
とその母親が、教育
機関でいのちの授
業をしています。赤
ちゃんとふれあう体
験を通して「自分の

命は今まで一度も途切れることなく続いているんだ」「赤
ちゃんのころにこれほどお世話をしてもらったんだ」と、こ
どもたちが感じています。
　私たち母親も、命の素晴らしさを共に感じ、素直なこど
もたちとの出会いから但馬地域への愛着が増しています。
そんな私たちは、高校生を対象にして但馬で家族を築く
ことに憧れを感じる赤ちゃん先生クラスを実施し、結婚や
子育てをライフプランに描く若者を増やしていきたいです。

豊岡市立港中学校豊岡市立港中学校

「自分たちの手で」

　毎年、気比の浜の清掃活動を港
地区の園児、小学生、そして高年ク
ラブや地域の方と共にしています。
浜清掃は、中学生が主体となって行
う地域の行事です。たくさんのゴミ
が集まり浜はきれいになります。地
域の方と協力しながら作業すること
で、交流を深めることにもつながっ
ています。気比の浜の近くには、ラ
ムサール条約に指定された湿地が
あり、生き物に優しい環境への意識
が高まることも期待しています。今
後も、浜清掃を続け、地域の方々と
共に故郷の大切な浜を守っていき
たいです。

兵庫県立生野高等学校兵庫県立生野高等学校

文部科学省「地域との協働による
高等学校教育改革推進事業・
地域魅力化型」の指定を受けて
　生野等、地域の歴史や文化を学
ぶことで地域課題を理解し、地域の
観光資源を活かした地域活性化と
テクノロジーの力を活かした高齢者
に優しいまちづくり等、コンソーシア
ム（学びの共同体）と協働した探究
学習を行っています。
　2月11日（火）には、生野マイン
ホールで第1回但馬地区高校生
フォーラムを開催し、本校の初年度
の取組を広く公開するとともに、但
馬地区の高校生が探究活動・課題
研究の発表や地域課題についての
討論を通して活発に交流し、元気な
但馬を発信しました。

（写真は史跡生野銀山にて）

■但馬鉄道模型CLUB

こどもたちに『夢』を

代表　瀬尾　雅昭
　こどもたちに
『夢』をスローガンと
し幼稚園・保育園、
コミュニティーセン
ター等で鉄道模型
を利用したイベント

や夏休みジオラマ教室を開き、諸事情でイベントに来られ
ないお子さまには『夢』を届けるサンタプロジェクトなどの
活動をしています。6年目になるジオラマ教室は、豊岡市
の他、宍粟市、三木市でも開催し約120名のお子様が模
型作りを通してイメージを形にしていく楽しさや達成感
などを体験していただいております。また、イベント会場で
あめ玉すくいなどのゲームを楽しみながら『募金』をして
いただき、病院で入院中のお子様や児童養護施設に『夢』
として届けてもいます。今後も『夢』を届けていきたいです。
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賛助会入会のお願い

日本ボーイスカウト但馬地区協議会、ガールスカウト但馬地区協議会、但馬地区青少年赤十字協議会、但馬地区
子ども会育成連絡協議会、青少年育成運動推進指導員会、但馬地区薬物乱用防止指導員協議会、但馬市郡婦人会
連絡協議会、但馬ブロック老人クラブ連絡協議会、全但社会福祉協議会連絡会、但馬ブロック民生委員児童委員
連絡会、兵庫県青年洋上大学但馬地区同窓会、こころ豊かな人づくり500人委員会但馬OB会、但馬自治会、但馬
区長連合会、（一社）豊岡青年会議所、但馬教育委員連合会、但馬教育長会、但馬社会教育委員連絡協議会、但馬
PTA協議会、但馬地区県立高等学校PTA連合会、県立学校但馬地区校長会、但馬中学校長会、但馬小学校長会、
但馬方面警察署長会、但馬教育事務所、但馬スポーツ推進委員会、兵庫県豊岡こども家庭センター、但馬県民局

　但馬青少年本部では、21世紀の但馬を担う青少年の健全育成を目的とし、山陰海岸ジオパーク小学
生駅伝競走大会、但馬中学生からのメッセージや但馬青少年本部長表彰など各種事業を企画・実施しま
した。これらの事業は、活動趣旨にご賛同いただいた方からの賛助会費によって運営されています。当
本部賛助会にご加入いただき、ご支援くださいますようお願いします。

【但馬青少年本部構成団体  28団体】

【会費】個人 年間1口　  2，000円
　　　　団体 年間1口　10，000円

【申込】但馬青少年本部までご連絡ください
　　　　（ご連絡後、振込用紙を送付させていただきます）
　　　　☎0796-26-3648

お問合せ・申込先

但馬出会いサポートセンター
〒667-0044  養父市八鹿町国木594-10　但馬長寿の郷内
TEL 079-662-7701｠ FAX 079-662-7703

「はばタン会員」募集中
お相手さがしをお手伝いします
　近年、少子化の大きな要因とされる“未婚化・晩婚化”への対策として、社会全体で
結婚を応援し、男女の出会いを支援するため、(公財)兵庫県青少年本部では、県内
10地域及び東京に「出会いサポートセンター」を設置しました。
　はばタン会員に登録すると、約3,000人の登録会員のプ
ロフィールが検索でき、双方の合意が得られた場合は１対
１のお見合いの機会が提供されます。（令和元年12月末現
在の成婚数847組）
　「良い出会いがあれば結婚を」と考えているあなた！勇
気を出して一歩を踏み出してみませんか。必ず新しい出会
いが待っています。

※受付日時：水・土・日曜日9：00～17：15（祝日･年末年始休館）
●会員登録料：5,000円(20歳代の方は3,000円) 登録日から1年間
　　　　　　　何回お見合いしても、会員登録料のみです。

LINE友だち
登録は
こちらから！

ホーム
ページは
こちら！

親子で乗ろう但馬の鉄道 車窓から、但馬の自然のすばらしさ この発見を！
但馬青少年本部は、但馬地域鉄道利便性向上対策協議会の構成団体です。

特　典　 兵庫県立円山川公苑美術館・兵庫県兎和野高原野外教育センター等の割引
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