
 令和４年度（７月） 第４回浜北区協議会 次第

日時：令和４年７月２１日（木）午後 1時 30 分から

会場：浜北区役所 大会議室（なゆた・浜北３階）

１ 開 会

２ 議 事 

（1）協議事項 

令和４年度浜松市浜北区市民活動表彰について 【資料 1】※当日配布 

３ その他

（1）その他

（2）次回開催日程について 

４ 閉 会



 第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和４年度浜松市浜北区市民活動表彰について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【趣旨】 

浜松市市民活動表彰要綱第３条により区長が推薦し、同要綱

第６条により区行政推進会議で審査した団体について、浜北区

協議会に意見を求める。 

 令和４年度を、事業の最終年度としている。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

【推薦理由】 

「浜北子ども会青年リーダーおにぎり会」は、昭和 39 年 1月団

体設立から 58 年間と長きに渡り子ども会活動を支援すること

を目的に、サマーキャンプ等様々な活動を継続・実施している

青年（中学・高校・大学生、社会人）組織である。 

 活動を通して子どもの主体性を育むと共に、実施前の事前研

修ではメンバー自身の指導技術向上などの自己研さんにも努め

ている。また、自治会や子ども会の役員にもおにぎり会 OBが数

多くいることからも、おにぎり会が地域のよさの継承や活性化

に大きく寄与していると考えられる。 

他人との関係が希薄化する中、子供たちの郷土愛や社会性の

育成が期待される団体であるので、浜松市市民活動表彰区長賞

の対象として推薦する。     

備 考 

（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

７区の区長賞受賞団体の中から、市長賞受賞団体が決定される。

今後、区協議会にて表彰、発表予定。

担当課 浜北区・区振興課 担当者 大林 克彦 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

浜松市市民活動表彰要綱第６条

（審査）

第６条 区長は、第３条の規定により推薦した団体の活動内

容について、浜松市区における総合行政の推進に関する規

則（平成１９年浜松市規則第３３号）第８条に規定する区

行政推進会議において審査を行った後、区協議会に意見を

求め、その意見を踏まえて区長賞受賞団体を決定する。た

だし、別途審査会を設置し区長賞受賞団体を決定する場合

はこの限りでない。

資料１ 



令和４年度浜松市市民活動表彰区長賞候補団体について

団体名 浜北子ども会青年リーダー「おにぎり会」（昭和 39 年 1 月団体設立）

団体員数 現在 20 人（累計 1,200 人） 

団体の活動 

の目的 

浜北地区の単位子ども会や市子ども会連合（市子連）の子ども会活動を支援する

青年（中学・高校・大学生、社会人）組織。 

「子供の手による子ども会」を目指し、子ども主体の活動を支えるとともに、メ

ンバー自身の社会性・リーダー性の伸長を図る 

活動のきっかけ

他人との関係が希薄化する中で、地域への愛着を持ち人と人のつながりを強くす

るためには、子どもの頃から異年齢集団による(子ども会)活動を通して、郷土愛

や社会性を育む必要がある。

活動の実績 別添資料のとおり

活動内容 

・指導技術向上ための「リーダー研修会」（昭和 42 年度～） 

・サマースクール・キャンプの実施（昭和 53 年度～） 

・クリスマス研修（創作活動）の実施（平成 13年度～） 

・子ども会クリスマス会ボランティアの実施（平成 13 年度～） 

・浜北青少年リーダー養成講習会への支援等（平成 28 年度～）

成果 

指導者が子供たちにとって親しみがある地域の中高大学生のため、異年齢集団で

の豊かな学びの場となっている。メンバー自身にとっても自己研さんの場として

人格形成に寄与している。 

小学生のとき充実した子ども会活動を経験し、自分も将来おにぎり会メンバーと

して後進の育成をしたいと考えてメンバーとなった者が多い。自治会や子ども会

の役員も、おにぎり会ＯＢが数多くいることからも、おにぎり会が地域のよさの

継承や活性化に寄与していると自負している。 

この活動につい

てさらに発展さ

せたいこと 

地域の子供は地域で育てるための実践者が圧倒的に不足している。子ども会役員

が毎年交代していく状況でも、子供たちの縦・横のつながりを深める子ども会活

動が継続的・発展的に機能するように支援し、地域力向上に寄与したい。 
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■浜北子ども会リーダー「おにぎり会」の活動歴（抜粋）

受賞歴

昭和38年 静岡県子ども会リーダー研修会（岩水寺）〈38年8月21～23日〉

1963

39 生熊芳夫 46 浜北市子ども会青年リーダー「おにぎり会」発足〈39年1月〉

1964 地域への子ども会組織化促進活動

第１回浜北市子ども会ソフトボール大会（市子連主催）

40 生熊芳夫 静岡県一期生キャンプ（井川）

1965

41 生熊芳夫 教育キャンプ（小國神社）〈41年8月27～28日〉

1966 定例会の開催

42 竹内松夫 浜北全域に子ども会が組織化が達成される

1967 リーダー研修会（天理教麁玉分教所）〈42年10月7～8日〉

　　　・実技「ゲーム研究、行事研究」

リーダー研修会（平口不動寺）〈43年3月16～17日〉

　　　・講義「子ども会」（鈴木波男先生）

　　　・実技「キャンドルセレモニー」

43 内山正幸 支部の組織化を推進

1968 リーダー研修会（平口不動寺）〈44年3月16～17日）

第1回浜北市野外造形展（市子連主催）

第1回自転車の安全な乗り方講習会（市子連主催）

44 鈴木康夫 リーダー研修会（平口不動寺）〈44年11月22～23日〉

1969 　　　・実技「レクリエーション」

45 伊藤和良 リーダー研修会（平口不動寺）〈45年9月26～27日〉

1970 　　　・実技「フォークダンス」

浜北市サークル連絡協議会加入

46 波多野吉美 66 おにぎり会規約の制定〈46年3月14日〉

1971 リーダー研修会（天理教麁玉分教所）〈46年5月15～16日〉

　　　・講義「子ども会と青年リーダー」（若月　令先生）

　　　・講義「一般教養」（酒川貴代子先生）

野外キャンプ研修（都田川）〈46年9月24～25日〉

リーダー研修会（平口不動寺）〈46年11月13～14日〉

　　　・講義「子ども会とは・リーダーとは」（中村美之先生）

　　　・実技「レクリエーション」

西部地区アフター研修会（掛川市：永江院）〈46年10月30～31日〉

レクリエーション指導者養成講習会（朝霧野外活動センター）〈47年3月4～5日〉

第1回浜北市ポートボール大会（市子連主催）

子供の作ったゲーム発表大会（市子連主催）

47 竹内和幸 63 リーダー研修会（県立林業青年の家）〈47年12月16～17日〉

1972 　　　・実技「レクリエーション」

インリーダー研修会（市子連主催）

第1回子ども凧揚げ大会（市子連主催）

48 鈴木道夫 おにぎり会結成10周年記念式典（小林研修センター）〈48年9月30日〉

1973 　　　・おにぎり会旗の制定、記念植樹（観音山少年自然の家）

リーダー研修会（観音山少年自然の家）〈48年11月3～4日〉

　　　・講義「子ども会とレクリエーション」（渡辺佳洋先生）

静岡県青年パイオニア大学（三ケ日青年の家）〈48年6月～49年3月〉

静岡県青年の船（フィリピン・沖縄）〈48年12月27日～49年1月8日〉

森町青年リーダースクラブ結成10周年記念式典〈49年1月20日〉

49 平野久和 リーダー研修会（観音山少年自然の家）〈49年4月13～14日〉

年度 会長名 会員数

主　な　活　動　歴

協力事業・派遣研修等

2

おにぎり会活動歴



1974 　　　・KJ法「単位子ども会の自主性を育てよう」

リーダー研修会（平口不動寺）〈49年8月15～16日〉

　　　・討論「リーダーの役割」

レクリエーション教室（小林研修センター）〈50年3月2日〉

　　　・実技「レクリエーション指導法」（渡辺佳洋先生）

機関紙「ごましお」の発行

三島市子ども会リーダー「木せいの会」との交流（三島市）〈49年5月5日〉

青年団体指導者研修会（国立赤城青年の家）〈49年11月18日～24日〉

愛知県刈谷市リーダースクラブとの交流（刈谷市）〈50年1月26日〉

地域の盆踊り指導

50 鈴木詔一 65 リーダー研修会（平口不動寺）〈50年8月23～24日〉

1975 　　　・実技「フォークダンス」

51 秋山正巳 81 クラブハウス「おにぎりの家」設置

1976 リーダー研修会（天理教麁玉分教所）〈52年2月19～20日〉

　　　・パネルディスカッション「リーダーはいま何をすべきか」

中日子ども会夏期大学（国立乗鞍青年の家）〈51年8月20～22日〉

全国少年団体指導者研修（国立室戸少年自然の家）〈51年9月8～11日〉

少年団体ユース研修会（奥山青壮年研修所）〈51年8月25～27日〉

52 秋山正巳 84 おにぎり会研修会（観音山少年自然の家）

1977 　＜県内外からの研修参加枠を創設＞

　　　・実習「子ども会活動の基本からプログラムの立案・展開まで」

　　　・実技「ボイジャー」

　　　・講義「子ども会リーダーのあり方」（吉田義行先生）

少年団体GL研修会（清水市少年自然の家）〈52年6月25～26日〉

子ども会指導者組織強化会議（静岡県遺族会館）〈52年6月11～12日〉

静岡県青年パイオニア大学（三ケ日青年の家）〈52年6月から53年3月〉

全国子ども会リーダー研究集会（国立中央青年の家）〈52年7月27～30日〉

中日子ども会夏期大学（国立乗鞍青年の家）〈52年8月16～18日〉

全国少年団体指導者研修（国立那甲子少年自然の家）〈52年9月6～9日〉

53 鈴木由起弘 おにぎり会設立１５周年記念事業

1978 　　　・記念式典（なゆた浜北）

　　　・人形劇団京芸公演（浜北文化センター）〈53年11月12日〉

　　　　　「おしゃべりなたまごやき」

　　　・サマースクール（観音山少年自然の家）〈53年8月9～10日〉

おにぎり会研修会（観音山少年自然の家）〈54年1月13～15日〉

　　　・KJ法「楽しい子ども会とは」

　　　・実技「ナイトウォークラリー」

　　　・講義「子ども会」（神間貞吉先生）

　　　・成人祝賀イベント

少年団体指導者研修会（観音山少年自然の家）〈53年6月3～4日〉

中日新聞社ブルーバード賞受賞

54 中谷充吉 リーダー研修会（天理教麁玉分教所）〈54年6月23～24日〉

1979 おにぎり会研修会（観音山少年自然の家）〈55年2月9日～11日〉

　　　・講義「地域社会と子ども会」（石田勝義先生、斎藤和一郎先生）

　　　・課題分析「フィッシュボーンによるリーダーのあり方」

サマースクール（観音山少年自然の家）

少年団体ユース研修会（引佐町教育文化センター）〈54年8月10～12日〉

青少年団体指導者連携強化会議（奥山青壮年研修所）〈54年9月１～2日〉

静岡県子連25周年記念表彰

静岡県青少年育成会議表彰

55 鈴木千春 100 北海道札幌市リーダーとの交流会

1980 リーダー研修会（天理教麁玉分教所）〈56年3月21～23日〉

　　　・実技「レク指導のコツとレククリニック」（渡辺佳洋先生）

　　　・講義「リーダーの役割」（伊藤　弘先生、水野春夫先生）
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サマースクール（観音山少年自然の家）

全国ジュニアリーダー研究集会（福島県）〈55年7月27～31日〉

関東甲信越静ジュニアリーダー大会（群馬県妙義自然の家）〈55年8月18～20日〉

静岡県組織強化連絡協議会発足

56 小杉悦司 105 リーダー研修（焼津青少年の家）〈57年3月20～22日〉

1981 　　　・ナイトウォーク「掛川駅から焼津青少年の家まで」

　　　・講義「単位子ども会をどうすすめるか」（夏目英二先生）

サマースクール（観音山少年自然の家）

全国ジュニアリーダー研究集会（国立曾禰少年自然の家）〈56年7月27～31日〉

青少年団体指導者国内研修（新潟県・富山県）〈56年10月18～23日〉

少年団体ユース研修会（引佐町教育文化センター）〈56年8月1～3日〉

レクリエーション指導者養成講習会（三ケ日青年の家）〈57年2月13～14日〉

全国子ども会連合会表彰

57 小杉悦司 サマースクール（観音山少年自然の家）〈57年8月14～15日〉

1982 リーダー研修会（三ケ日青年の家）〈58年3月19～21日〉

　　　・講義「子ども会入門」（加藤　茂先生）

　　　・討議「明日の子ども会」

　　　・実技「野外活動」

機関紙「うめぼし」発行

静岡県モデル子ども会（赤佐小学校）〈57年11月21日〉

全国ジュニアリーダー研究集会（国立曾禰少年自然の家）〈57年7月27～31日〉

リーダートレーニングキャンプ（アメリカアラスカ州ホーマー）〈57年8月4～20日〉

関東甲信越静ジュニアリーダー大会（新潟県自然の家）〈57年8月9～11日〉

札幌市子ども会リーダーとの交流研修

58 小杉悦司 100 おにぎり会設立２０周年記念事業

1983 　　　・記念式典（なゆた浜北）

　　　・人形劇団京芸公演（浜北文化センター）〈53年11月12日〉

59 藤村敏明 サマースクール

1984 リーダー研修会（焼津青少年の家）〈60年2月9～11日〉

　　　・実技「ナイトウォークラリー」

青少年団体指導者研修会（朝霧野外活動センター）〈59年7月7～8日〉

関東甲信越静子ども会ブロック研修会（神奈川県中央青年の家）〈59年8月3～5日〉

社会教育指導者海外派遣研修（イギリス・フランス・西ドイツ）

60 生熊　清 72 第１回「おにぎり村」（観音山少年自然の家）〈60年8月16～17日〉

1985 リーダー研修会（観音山少年自然の家）〈60年9月21～23日〉

　　　・討議「子ども会活動の展開」

　　　・実習「プログラムの立案」

リーダー研修（県立林業青年の家）〈61年2月22～23日〉

　　　・実技「レクリエーション指導法」

全国子ども会中央会議（熱海市）〈61年2月10～12日〉

61 生熊　清 57 おにぎり村（竜山青少年旅行村）〈61年8月17～18日〉

1986 リーダー研修会（三ケ日青年の家）〈61年11月22～24日〉

　　　・実技「ウォークラリー」

　　　・実技「レクリエーション指導法」

全国ジュニアリーダー研究集会（国立吉備少年自然の家）〈61年7月27～31日〉

関東甲信越静ジュニアリーダー大会（埼玉県名栗少年自然の家）〈61年8月1～3日〉

広島県呉市少年国内派遣研修受入れ〈61年8月10～12日〉

62 戸田秀一 68 おにぎり村（竜山青少年旅行村）〈62年8月16～17日〉

1987 浜北市造形・創作大会（市子連主催）

全国ジュニアリーダー研究集会（国立吉備少年自然の家）〈62年7月27～31日〉

関東甲信越静ジュニアリーダー大会（千葉県大房岬少年自然の家）〈61年8月5～7日〉

広島県呉市少年国内派遣研修受入れ〈62年8月22～24日〉

青少年ボランティアの集い（県総合社会福祉会館）〈63年2月7日〉

63 戸田秀一 77 おにぎり村（竜山青少年旅行村）〈63年8月15～16日〉

1988 リーダー研修会（天竜厚生会研修センター）〈平成1年2月10～12日〉
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　　　・実習「野外活動」

　　　・実習「クラフト」

全国ジュニアリーダー研究集会（国立花山少年自然の家）〈63年7月27～31日〉

広島県呉市少年国内派遣研修受入れ〈63年8月20～22日〉

県子ども会ジュニアリーダー研修会（箱根の里）〈63年8月27～29日〉

社会教育指導者海外派遣研修（イギリス・フランス・西ドイツ）

静岡県教育委員会表彰

平成１年 戸田秀一 81 おにぎり村（かわな野外活動センター）〈1年8月13～14日〉

1989 リーダー研修会（かわな野外活動センター）〈1年7月22～23日〉

　　　・討議「おにぎり村の運営」

リーダー研修会（焼津青年の家）〈1年11月11～12日〉

全国ジュニアリーダー研究集会（国立中央青年の家）〈1年7月27～31日〉

関東甲信越静ジュニアリーダー大会（八ヶ岳少年自然の家）〈1年8月18～20日〉

広島県呉市少年国内派遣研修受入れ〈1年8月18～20日〉

社会教育指導者海外派遣研修（インド・イギリス・西ドイツ）〈1年10月18日～11月3日〉

浜北市造形・創作大会（市子連主催）〈1年10月29日〉

2 原田　満 おにぎり村（かわな野外活動センター）

1990 リーダー研修会（県立浜北森林公園）〈2年6月24日〉

　　　・実技「おにぎり村の運営」

全国ジュニアリーダー研究集会（国立中央青年の家）〈2年7月27～31日〉

少年団体ユース研修会（観音山少年自然の家）〈2年8月7～9日〉

関東甲信越静ジュニアリーダー大会（群馬県北毛青年の家）〈2年8月8～10日〉

伸びゆく子どものための活動資金助成

3 三枝潤也 おにぎり村（春野キャンプ場）〈3年8月17～18日〉

1991 　　　・トムソーヤになろう

おにぎり会ＯＢ会（浜北プラザホテル）〈3年11月3日〉

　　　・出席者：１７２名

機関紙「うめぼし」発行

全国ジュニアリーダー研究集会

少年団体ユース研修会

関東甲信越静ジュニアリーダー大会

青少年育成国民会議表彰

伸びゆく子どものための活動資金助成

4 加藤浩志 おにぎり会設立３０周年記念事業（前期）〈4年12月25～27日〉

1992 　　　・雪国のおにぎり村（国立信州高遠少年自然の家）

　　　・参加者：子ども108名、　リーダー34名

はままつＪＣ少年の船〈5年3月21～22日〉

チヨダ文化振興基金助成

5 加藤浩志 リーダー研修会（内野スポーツの森）〈5年7月11～12日〉

1993 　　　・実技「キャンプ」

おにぎり会設立３０周年記念事業（後期）〈6年2月11～13日〉

　　　・雪国のおにぎり村（長野県立望月少年自然の家）

　　　・参加者：子ども103名、　リーダー46名

はままつＪＣ少年の船〈6年3月19～21日〉

おにぎり会活動助成金増額要望書の提出（提出先：浜北市教育委員会）

浜北市制30周年記念表彰

チヨダ文化振興基金助成

6 鈴木章文 39 浜北市ドッジボール大会

1994 モデル子ども会研究発表（浜北文化センター）〈7年1月29日〉

はままつＪＣ少年の船

ＹＹアドベンチャーキャンプ（市教育委員会）

7 池谷佳之 おにぎり村（山梨県立八ヶ岳少年自然の家）〈8年2月10日～12日〉

1995

8 池谷佳之 リーダー研修会（三ケ日青年の家）〈9年3月29～30日〉
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1996 　　　・講義「リーダーの役割」（永井　勝先生）

　　　・実技「子ども会のレクリエーション」（松井孝彦先生）

関東甲信越静ジュニアリーダー大会（埼玉県加須青年の家）〈8年8月9～11日〉

9 増田佳子 おにぎり村（愛知県民の森）〈9年8月17～18日〉

1997 リーダー研修会（三ケ日青年の家）〈10年3月28～29日〉

10 増田晴彦 おにぎり村（井川少年自然の家）〈10年8月18～20日〉

1998 全国子ども会中央大会（国立中央青年の家）〈10年7月27～31日〉

浜北市中学生社会参加リーダー研修会（観音山少年自然の家）〈10年8月4～6日〉

関東甲信越静ジュニアリーダー大会（茨城県立中央青年の家）〈10年8月7～9日〉

11 増田晴彦 32 おにぎり村（岡崎少年自然の家）〈11年8月17～19日〉

1999 全国ジュニアリーダー研究集会

関東甲信越静ジュニアリーダー大会

12 袴田慎吾 おにぎり村（愛知県民の森）〈12年8月26～27日〉

2000

13 袴田慎吾 第1回サンタの宅急便

2001

14 袴田慎吾 光のイルミネーション出展（なゆた浜北）〈14年12月21日～8日〉

2002 第2回サンタの宅急便

15 袴田慎吾 おにぎり会40周年記念ＯＢ・ＯＧ会（なゆた浜北）〈15年5月3日〉

2003 おにぎり会40周年記念事業劇団タンポポ講演（浜北文化センター）〈15年5月4日〉

第3回サンタの宅急便

レクリエーション講習会（なゆた浜北）〈15年3月28日〉

16 秋山香純 キャンプファイヤー講習会（静岡県立森林公園）〈16年7月18日〉

2004 クリスマス講習会（勤労青少年ホーム）〈16年11月7日〉

第4回サンタの宅急便

お泊り研修会（観音山少年自然の家）〈17年3月19日～20日〉

17 池谷佳之 レクリエーション講習会（なゆた浜北）〈17年4月9日〉

2005 パネルシアター講習（なゆた浜北）〈17年10月16日〉

第5回サンタの宅急便

18 池谷佳之 レクリエーション講習会（勤労青少年ホーム）〈18年4月16日〉

キャンプ講習会（静岡県立森林公園）〈18年8月5日～6日〉

2006 クリスマス研修会（なゆた浜北）〈18年12月10日〉 内閣府青少年健全育成功労表彰

第6回サンタの宅急便 日本善行会青少年善行表彰

19 鈴木健容 おにぎり村（かわな野外活動センター）〈19年8月11日～12日〉

2007 第7回サンタの宅急便

20 堀静香 おにぎり村（静岡県立観音山少年自然の家）〈20年8月15日～16日〉

2008 ニュースポーツ講習（浜北体育館）〈20年10月18日〉

第8回サンタの宅急便

21 原田玲見 レクリエーション講習会（小中学生体験学習事業委託）

2009 おにぎり村（かわな野外活動センター）〈21年8月10日～11日〉

クリスマス研修会（なゆた浜北）〈21年12月13日〉

22 米山英孝 おにぎり村（かわな野外活動センター）〈22年8月8日～9日〉

2010 クリスマス研修会（なゆた浜北）〈22年12月12日〉

第10回サンタの宅急便

23 米山英孝 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈23年8月15日～16日〉

2011 クリスマス研修会（なゆた浜北）〈23年12月11日〉

24 米山英孝 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈24年8月18日～19日〉

2012 クリスマス研修会（なゆた浜北）〈24年12月16日〉
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25 米山英孝 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈25年8月16日～17日〉

2013 クリスマス研修会（なゆた浜北）〈25年12月15日〉

26 米山英孝 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈26年8月16日～17日〉

2014 クリスマス研修会（なゆた浜北）〈26年12月14日〉

27 米山英孝 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈27年8月1日～2日〉

2015 クリスマス研修会（なゆた浜北）〈27年12月6日〉

28 米山英孝 青少年リーダー養成講習会スタート

2016 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈28年8月27日～28日〉

クリスマス研修会（なゆた浜北）〈28年12月4日〉

29 米山英孝 第2期青少年リーダー養成講習会

2017 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈29年8月18日～19日〉

クリスマス研修会（浜北文化センター）〈29年12月3日〉

30 米山英孝 第3期青少年リーダー養成講習会

2018 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈30年8月18日～19日〉

クリスマス研修会（浜北文化センター）〈30年12月2日〉

おにぎり会設立５５周年記念OB会（浜北プラザホテル）〈30年10月20日〉

令和元年 米山英孝 第4期青少年リーダー養成講習会

2019 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈1年8月17日～18日〉

クリスマス研修会（浜北文化センター）〈1年12月1日〉

2 米山英孝 第5期青少年リーダー養成講習会　(新型コロナウイルス感染症のため中止)

2020 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈2年8月15日～16日〉　(新型コロナウイルス感染症のため中止)

クリスマス研修会（浜北文化センター）〈2年12月6日〉　(新型コロナウイルス感染症のため中止)

3 米山英孝 第5期青少年リーダー養成講習会

2021 おにぎり村（観音山少年自然の家）〈3年10月9日～10日〉

クリスマス研修会（麁玉協働センター）〈3年12月5日〉

4 米山英孝 20 第6期青少年リーダー養成講習会

2022 ワクワク革命団発足（団長：澤木颯）
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サマーキャンプ（R４）
近年の活動に関する参考資料



9



10

サマーキャンプ事前研修（R3）
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サマーキャンプ（R3）
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クリスマス研修（R3)
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クリスマス研修（Ｒ１）



20



21

リーダー養成講習会への支援
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