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本部長ご挨拶

「オンライン」を子どもたちとともに学び、
� 新しい生活様式をつくろう！

　第41回を迎えた「未来をひらく少年会議」は、東播磨・北播磨の未来を担う青少年が交流し、グ
ループワークや、意見を発表することで自ら考え、行動する力を養うことを目的としています。毎年、
中高生約120名に学生リーダーやこころ豊かな人づくり500人委員及びOB会員も加わり、あわせて約
300名が参加する東播磨と北播磨青少年本部主催の伝統行事です。
　令和2年度は、コロナ禍のために、この会議をオンラインミーティング形式で8月16日に開催しまし
た。会議の進行は事務局が中心となり兵庫県社総合庁舎で行い、14校28名の中高生は、各学校の通信
環境を使って会議に参加していただきました。
　「コロナ禍を乗り越えるために、ネットをどのように活用するか」～リモートを活かしたコミュニケー
ションとは～をテーマとしてみんなで考え、インターネットの利便性、問題点、ネット利用に関するルー
ルづくりについて意見交換しました。
　今後、オンラインミーティングは、間違いなく普及していき、新しい生活様式として定着していく
と思います。今回は、地域の先駆けとなる事業を展開できたと思います。
　令和2年度中には、県内小中学生に約40万人分のタブレットが配布されます。オンライン授業をは
じめ幅広く活用されることとなり、大きく生活環境が変化していくことでしょう。推移を見守ってい
く必要があると感じています。
　近頃、各所でオンライン会議入門講座、研修会が開催され、学び習得する機会が増えてきています。
これらに参加し時代の流れに対応していきましょう。
　便利さや危うさも見えてくるインターネットですが、子どもたちとともにルールをつくり、正しい
利用方法を学び、新しいコミュニケーションや生活様式をつくっていきましょう。

東播磨青少年本部長    塩澤 岩光

青少年育成に関する普及啓発・県民運動の推進

●東播磨地域青少年育成スクラム会議
　青少年本部構成団体、店舗、業界関係者、警察、補導関係者、学校
関係者等が一体となって青少年の健全育成に取り組むため、青少年を
取り巻く有害環境の報告や、ネットトラブルの現状などについて活発
に情報交換を行いました。関係機関が連携し啓発活動の裾野を広げて
います。

【開催日】令和2年7月30日（木）　【場所】兵庫県加古川総合庁舎
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●少年の主張東播磨大会�～第19回ハートランド弁論大会～�

【開催日】令和2年8月9日（日）　　【場所】兵庫県加古川総合庁舎
　　　　　　　　　　　加古川市立浜の宮中学校2年　諏訪 紗奈 さん　「繋げ、思いやりのバトン」
　　　　　　　　　　　＊9月26日兵庫県大会で優秀賞を受賞
　　　　　　　　　　　加古川市立浜の宮中学校2年　上村 優芽 さん　「新世界へ」
　　　　　　　　　　　明石市立大久保北中学校3年　宮地 星来 さん　「自信を持って」

未来賞（最優秀）

希望賞（優秀）

●大人が変われば子どもも変わる運動の推進�

　中学生が、日常生活や学校生活等の体験を通じ、考えていること、感じていることを広く地域の皆さんに訴える
ことにより、社会の一員としての役割や責任を自覚し、新しい時代を切り拓く担い手として成長していくことを期
待して開催しています。
　令和2年度は、東播磨地域の中学校10校から391名の応募があり、学内選考と一次審査を通過した中学生8名が日
常生活や学校生活等の体験を通じて、感じていること、考えていること、将来の夢などについて中学生らしい鋭い
感性で新鮮な主張をしました。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、入場者を制限しての開催となりましたが、出場した生徒からは「自
分の想いを伝える良い機会となりました。参加できてよかったです。」との感想があり、皆さんが中学生の熱弁に真
剣に聴き入られ、開催できたことを喜びあいました。
　今後も弁論大会を通して、『子どもたちとともに地域をつくる』ことを目指していきます。

　スマートフォンをはじめとするインターネットの急速な普及等に伴い社会状況が著しく変化するなか、近年、万
引きや深夜徘徊などの非行少年は減少傾向にある一方で、青少年による大麻などの薬物乱用、SNSに関するトラブ
ルが増加傾向にあるなど、青少年を取り巻く環境は依然として憂慮すべき状況にあります。また、新型コロナウイ
ルス感染症拡大に伴う長期休校や夏休みの短縮など、非日常的な日々に戸惑いや不安を抱えた青少年も増えている
ことと思われます。このような状況をふまえ、大人のこども・若者育成支援に対する理解を深めるため東播磨青少
年本部が取り組んでいる「大人が変われば子どもも変わる」運動の一環として、各種関係機関の協力のもと街頭啓
発キャンペーンを明石駅周辺で実施しました。

自主

【開催日】令和2年11月13日（金）　【場所】JR明石駅周辺
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【東播磨青少年本部長賞】

【小学生の部】 【中学生の部】
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体験活動機会の提供

　未来を担う青少年が交流を深めながら自ら考え行動する力を養うことを目的として開催しています。
　昨今のスマホなどのインターネットが利用できる端末の普及に加え、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡
大予防のための休校措置によりオンライン授業が導入されるなど、
私たちが生活するうえでインターネットは欠かせないものとなっ
てきています。
　そのような中、身近に起こりうるインターネットに起因する
様々な問題やネットトラブルなどの被害を未然に防ぐ取り組みに
ついて、東播磨・北播磨地域の中高生14校28名がオンライン会議
によりともに考え、青少年期の適正なインターネット利用ルール
作りの必要性について学びました。

【開催日】令和2年8月16日（日）　　【場所】参加者：各中学校・高校　運営：兵庫県社総合庁舎　
◆テーマ：「コロナ禍を乗り越えるために、ネットをどのように活用するか」
　　　　　　～リモートを活かしたコミュニケーションとは～
　　　　　　　講　師：NIT情報技術推進ネットワーク㈱　執行役員　筒崎　眞美　氏

●水辺を美しくする運動啓発ポスターコンクール

●第41回未来をひらく少年会議（北播磨青少年本部と共催）

 （北播磨青少年本部と共催）
　“水辺”の大切さを広くアピールすることにより、水辺環境を守り、美しくするために、小・中学生を対象に、川
や海岸などの“水辺を美しくする運動”をテーマにしたポスターを募集し、環境教育の推進を図りました。

自主

自主
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●子どもの冒険ひろばの運営支援
　身近な地域の大人やプレーリーダーが見守る中で、子どもたちが安全・安心に自由な発想でいきいきと遊べる場
である「子どもの冒険ひろば」の開設状況等について、（公財）兵庫県青少年本部とともに情報発信等を行っていま
す。（（公財）兵庫県青少年本部　https://www.seishonen.or.jp/ ）

◆東播磨地域◆
フラタニティ（友愛）
　　冒険広場あかしっこ　　明石公園東芝生ひろば（明石市）
プレパ朝霧山　　　　　　　朝霧小学校校舎東側斜面（明石市）
ブレスザパーク　　　　　　上ヶ池公園、ゆりのき通西公園（明石市）
ひおかプレーパーク　　　　日岡山公園OAAはりまハイツ（加古川市）
プレーパーク古代むら　　　大中遺跡古代むら公園（播磨町）

●若者ゆうゆう広場の運営支援
　若者の学校以外の居場所として、学校帰りなどに気軽に立ち寄り、仲間と交流できる「若者ゆうゆう広場」の開
設状況等について、（公財）兵庫県青少年本部とともに情報発信等を行っています。
（（公財）兵庫県青少年本部　https://www.seishonen.or.jp/ ）

　地域ぐるみの子育てをめざして県が推進している“子育て3ひろば”
（まちの子育てひろば・子どもの冒険ひろば・若者ゆうゆう広場）に
ついて、パネル展示等による周知を図っています。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、残念ながら令和2年度の開催を見合わせました。

東播磨地区�子ども会議
　子どもたちが地域や学校を超
えた仲間と交流し、普段できな
い体験を通して地域や身の回り
のことについて考え、主体的に
地域活動に参加します。

地域でキラリ★走る環境学習教室
　JR加古川線の電車を貸し切り、
環境学習教室を実施し、加古川
に住む生物観察や、雄大な激流
を実感できる闘龍灘での自然観
察を行います。

東はりまの魅力�KIDs体験ツアー
　小学生の親子が工場見学と体
験学習に参加します。東播磨の
多彩な“ものづくり”の魅力を実
感でき、地域への愛着が深まり
ます。

●子育て3ひろばの推進

●開催を見合わせた事業
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【子ども冒険ひろば体験活動】

【0B会実践活動報告】

【OB会との意見交換】

【サマーフェスティバル in 加古川大堰】

【東播磨地域教養講座】

【Zoom学習会】

活動を支える人材の育成

●第16期こころ豊かな人づくり500人委員育成事業の推進

●こころ豊かな人づくり500人委員東播磨OB会活動の支援

　“こころ豊かな美しい兵庫”の実現に向けて、青少年育成活動や地域づくり活動の担い手を育成するため、「こころ
豊かな人づくり500人委員育成事業」を実施しています。
　第16期生（34名、令和元・2年度）は、新型コロナウイルスの感染症拡大を受け、やむを得ず予定していた講座
を中止することもありましたが、出来る限り活動を継続できるように努め、こころ豊かな人づくり500人委員東播
磨OB会活動に参画、子どもの冒険ひろばでの体験活動など青少年育成に関するセミナーやワークショップ等に参加
し、実践力を高めました。
　ただ、講座実施数の減に伴い、第16期生の活動は1年間（令和3年度）延長することとなりました。

　「こころ豊かな人づくり500人委員」修了生が、実際に地域で活動する場としてOB会が設立されています。会員
相互の交流を図るとともに、青少年へのかかわりを一層深め、こころ豊かな美しい兵庫をめざす県民運動の推進役
として、地域で活躍しています。

　東播磨地域の青少年育成に貢献した個人、団体の功績並びに青少年、青少年団体の奉仕活動等を顕彰し、青少年
育成活動の一層の推進を図るもので、昭和63年度から実施しています。
　令和2年度は、2団体と15名の個人に賞を贈呈しました。

●東播磨青少年本部の賞

【表彰式：令和3年2月24日（水）】
【団体】（高 砂 市）高砂防犯協会阿弥陀支部
　　　（稲 美 町）兵庫県立東播磨高等学校放送部
【個人】（明 石 市）梅本 初美、大前 清和、島 久子、辰巳 浩司
　　　（加古川市）大村 泰司、近藤 辰子、松岡 隆、松本 慶治
　　　（高 砂 市）浅村 佳孝、長澤 克宏
　　　（稲 美 町）白水 義夫、林 隆樹
　　　（播 磨 町）福田 利勝、松﨑 康夫
 （敬称略　同意が得られた方のみ掲載しています）  　　

自主
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ネットワークの形成

　企業や社会奉仕団体等から提供された資源と、青少年育成に取り組む団体・グループ等を結びつけ、地域の青少年
育成活動の活性化を図っています。物資の提供を受けた団体からは、「参加した子どもたちの笑顔が輝いていました。
楽しい思い出作りができました。」と、感謝の報告をいただいています。

東播磨地域【令和 3年 1月末現在】

資源提供登録　22社・団体
登録育成団体　49団体
マッチング　　41件
～皆様のご協力
　ありがとうございました～

東播磨地区子ども会連絡協議会
兵庫県BBS連盟東播磨ブロック
東・北播磨地区商工会青年部連絡協議会
東播磨地区公立高等学校長会
東播磨地区自治会連合会
東播磨地区青少年補導センター・補導委員連絡協議会
東 播 地 区 警 察 署 長 会
こころ豊かな人づくり500人委員東播磨OB会
東播磨地区更生保護女性会
（一社）兵庫県空調衛生工業協会東播ブロック
特定非営利活動法人シミンズシーズ

日本ボーイスカウト兵庫連盟はりま地区協議会
一般社団法人加古川青年会議所
兵庫県青年洋上大学同窓会東播磨地区
東播磨・北播磨地区市郡連合PTA協議会
東 播 地 区 防 犯 協 会
兵庫県民生委員児童委員連合会東播磨ブロック
播 磨 東 教 育 事 務 所
兵庫県中央こども家庭センター
明 石 市 保 護 司 会
一般社団法人明石青年会議所
兵庫大学・兵庫大学短期大学部

ガールスカウト東・北播磨地区協議会
兵庫県スポーツ少年団
播磨東地区小学校長会
東播磨地区公立高等学校PTA（育友会）
東播磨女性団体連絡会
東播磨ブロック老人クラブ連絡協議会
兵 庫 県 東 播 磨 県 民 局
加古川市少年愛護センター
東播磨地区薬物乱用防止指導員協議会
加 古 川 警 察 署

一般財団法人野外活動協会（OAA）
加古川農業青年クラブ
東播磨・北播磨中学校長会
加 古 川 市 体 育 協 会
東播少年育成剣道連盟
播 磨 東 教 育 長 会
東播磨・北播磨地区公民館連絡協議会
ライオンズクラブ国際協会335-D地区2リジョン1ゾーン
特定非営利活動法人加古川総合スポーツクラブ
高 砂 警 察 署

（敬称略）

東播磨青少年本部構成団体名簿

ひょうご青少年憲章
1　自分を大切にし、自らを律し、行いに責任をもって生きていこう
2　ふれあいを深め、正義感をもち、社会を担う一人として生きていこう
3　人の痛みや喜びを感じあえる心をもって生きていこう
4　多様な人々の存在を受け入れ、ともに支えあって生きていこう
5　自然を愛し、生命を尊び、みえない世界にも襟を正して生きていこう
6　先人に学び、明日に夢をえがき、勇気をもって未来を拓いていこう

「ひょうご青少年憲章」は、県民の総意のもとに制定された青少年の育成指針です。
この憲章のもとにみんなで青少年の健全育成に取り組みましょう！

●ひょうご子ども・若者応援団事業の推進
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令和2年度東播磨青少年本部賛助会員 ご芳名

浅田 久子・有末 幸弘・井藤 圭湍・伊藤 裕文・伊原 康子・内堀 幸造・岡田 一文・隂山 晶彦・鎌谷 正
士・神岡 早苗・神頭 由紀・久世 始義・雲井 明善・小林 俊之・近藤 守男・坂口 羨亮・塩澤 岩光・渋谷 
幾夫・白上 鈴子・白水 義夫・住本 昌彦・髙橋 賢吉・高橋 幸子・武久 栄一・恒吉 五男・中島 直實・
長瀬 弘之・布谷 英治・板東 由佳恵・藤原 忠・平郡 敬子・平郡 眞弓・前田 智津子・松尾 千鶴子・松尾 
哲子・松木 照男・松島 明生・松嶋 嘉彦・松山 清・真利 一憲・真利 礼子・宮尾 尚子・森野 六男・山口 
健一・山口 守・山下 純一・山下 貴史・吉岡 敏子・吉岡 春喜・吉川 晴美・渡辺 昭良・渡邊 紀子

一般社団法人明石市医師会•明石市青少年育成センター•一般社団法人明石青年会議所•明石土建工業
株式会社•明石西ライオンズクラブ•明石防犯協会•アサヒ物産株式会社•新井建設工業株式会社•株
式会社有馬芳香堂•稲美町子ども会育成協議会•いなみマイマイ工房•稲美ライオンズクラブ•今井泌
尿器科•印南養鶏農業協同組合•株式会社SIC•オークラ工業株式会社•ガールスカウト東・北播磨地
区協議会•加印小売酒販組合•株式会社籠谷•社会福祉法人加古川市社会福祉協議会•加古川市少年団
指導者協議会•加古川市少年補導委員会•加古川市町内会連合会•加古川市南農業協同組合•一般社団
法人加古川青年会議所•加古川遊技業組合•株式会社カネカ•木下運輸株式会社•近畿労働金庫東播加
古川支店•神戸新聞社東播支社•株式会社神戸製鋼所加古川製鉄所•こころ豊かな人づくり500人委員
東播磨OB会•新野辺第一町内会•特定非営利活動法人シミンズシーズ•松陽建設株式会社•住友金属
鉱山株式会社播磨事業所•住友精化株式会社•株式会社ソネック•一般社団法人高砂市医師会•高砂ロ
ータリークラブ•多木化学株式会社•但陽信用金庫•株式会社テイエルブイ•株式会社トクラ•東播少
年育成剣道連盟•中野プランツ株式会社•ニシカワ食品株式会社•ネクスト・ワン株式会社•ハリマ化
成株式会社•播磨町子ども会育成連絡協議会•播磨町自治会連合会•播磨町商工会•播磨町新島連絡協
議会•播磨東教育長会•播磨東地区小学校長会•BAN－BANネットワークス株式会社•東播磨・北播
磨地区公民館連絡協議会•東播磨・北播磨地区市郡連合PTA協議会•東播磨・北播磨地区社会教育委員
協議会•東播磨・北播磨中学校長会•東播磨地区公立高等学校長会•東播磨地区公立高等学校PTA•東
播磨地区子ども会連絡協議会•東播磨ブロック老人クラブ連絡協議会•姫路信用金庫加古川支店•一般
社団法人兵庫県建設業協会加印支部•株式会社兵庫製作所•兵庫大学・短期大学部•兵庫南農業協同組
合（JA兵庫南）•前川建設株式会社•株式会社マルアイ•株式会社みなと銀行本荘支店•株式会社ムサ
シ•モリス株式会社•山下建設株式会社•ライオンズクラブ国際協会335-D地区

【個人会員】

【団体会員】

※令和2年4月から令和3年2月末までにご加入頂いた個人、団体（順不同、敬称略）

＊＊　賛助会入会のお願い　＊＊
　次代を担う青少年は、私たち社会の重要な構成員であり、未来への希望を託す貴重な存在です。
　兵庫県青少年本部は、公益財団法人として「一人ひとりの青少年のすこやかな成長」をめざし、県民の願い
と決意が託された「ひょうご青少年憲章」のもとに地域の力を結集して青少年の育成に取り組んでいます。
　地方本部である東播磨青少年本部では、皆さまからいただいた賛助会費により自主事業を実施させていただ
き、青少年健全育成へ役立てることができました。厚くお礼申し上げます。
　今後とも引き続きご支援くださいますよう、よろしくお願いいたします。

会　費 令和2年度
賛助会員加入状況

お問合わせ先

個人　年間１口　2,000円
団体　年間１口 10,000円

東播磨青少年本部（℡079-421-9291）まで

個人会員　54人
団体会員　76団体
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東播磨出会いサポートセンターの運営
　兵庫県では結婚を希望される独身男女の出会いを応援するため、東播磨出会
いサポートセンターにおいて、お見合いの機会を提供する〝はばタン会員″の
募集・登録を行っています。1対1のお見合いの結果、令和2年度の約1年間で
13組が成婚となっています。
　今年度はシステムを大規模に改修。スマホ婚活、お見合いスポットの設置、
オンライン（Skype）お見合いを導入することで利便性が格段に向上しています。
　また、「こうのとり大使」が主催する「縁結び交流会」の開催をサポートし
ています。気軽にセンターに相談・登録にお越し下さい。

会員登録が出来る方 スマートフォンをお持ちの方、メールアドレスをご登録いただける方
結婚を希望し、自ら努力される、20歳以上の独身の方

登録有効期間 本登録から1年間

【縁結び交流会】
関西テレビの取材を受けました

はばタン会員の登録のご案内

【登録に必要なもの】
⃝発行後3か月以内の独身証明書（本籍地の市区町村で取得）　⃝健康保険証　⃝会員誓約書
⃝印鑑（認印）　⃝写真1 ～ 2枚（無帽で本人のみが写り3か月以内に撮影されたLサイズ縦型。
頭から足先までが入った立ち姿の全身写真が必ず1枚必要）
⃝登録手数料は5,000円/年（20歳代の方は3,000円/年）（振込）

以上をご用意いただき、ホームページより仮登録と来所予約の上、登録にお越しください。
ひょうご出会いサポートセンターホームページ https://www.msc-hyogo.jp/

令和2年度実績
（東播磨出会いサポートセンター）

成婚13組　 交際開始82組　 お見合い274組

【お問合わせ・お申込み】

東播磨出会いサポートセンター
〒673-0891  明石市大明石町１‒２‒１
　　　　　　明石商工会議所ビル１階
TEL（078）920‒9337　FAX（078）920‒9338
＊受付日時　木・金・土・日（祝祭日を除く）
　　　　　　９：00～17：15 〔令和3年2月末現在〕

【東播磨出会いサポートセンター】 【ひょうご出会いサポートセンターHP】
https://www.msc-hyogo.jp/




