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私たち所沢市学童クラブの会の目的は、放課後

の生活を豊かにして、子どもたちの健やかな成長

を促すことであり、同時に、保護者の働く権利を守

り、その家庭や地域を支えることです。このことを

40年間守り続け、これからの未来につないでいくこ

とが会の使命です。 

 

 

学童保育をめぐる現状は、国の放課後児童クラ

ブ運営指針・基準の制定、職員の認定資格制度な

どここ3年で大きく前進しました。所沢市でも条例化

により、公的責任が大きく拡大され、市内のすべて

のクラブが所沢市立児童クラブになりました。非常

に素晴らしい事ですが、そうした制度としての前進

に伴い、需要の増大から、絶対的な施設数の不足、

クラブの大規模・過密化、入所制限による待機児童

の発生などの課題が大きくなってきています。 

 

所沢市では、5年間で民設施設が 6カ所新設さ

れ、定員のある生活クラブでの定員増を図るなど

受入児童数の拡大、大規模過密化の解消へ向けて

努力をしていますが、待機児童は増加し、低学年

でもクラブに入所できないケースがでてきていま

す。 

 クラブの会17クラブでは、2018年度4月に 1043

名という児童数となっており、所沢市との協議の上、

最大限の児童の受け入れを行い、1クラブの在籍

平均児童数は 61名を超えています。 

 

 また、今年度は指定管理者制度による事業者変

更で、クラブの会運営クラブが 24クラブから 16ク

ラブになりました。引継をへて、4月に事業者が変

更になった 10クラブでは、児童・保護者・事業者と

もに心配がつきない中でのスタートだったと思いま

す。2年後の指定管理更新に向けても、これらをし

っかり踏まえて取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

  

 私たち学童クラブの会は、子どもたち一人ひとり

に寄り添い、心の声を聴き、丁寧に働きかけること、

そして子どもたちと一緒に生活をつくっていくという 

ことを大切にし、、またその子どもを真ん中に保護 

者と協力し、学童保育を通して地域との結びつきを

築き上げていくことを４０年前から変わらず続けてき

ました。 

 

 

 

1. 子どもたちに生き生きとした、 

       より豊かな放課後をめざします。 

【17クラブこの 1年】 

北秋津ゴロニャンクラブ 

2018年度委託を受けた最初の年でした。新一年

生19名（そのうち南小学校の児童は4名）、新2年

生 2名の児童が加わり、計 34 名でのスタートでい

た。 

学童クラブの希望としては適正ですが、全てが 1

からのスタートだったので、職員間で子どもの様子

や、生活スタイルの変更など、細かいことを毎日確

認、共有することを最優先に行ってきました。 

急激な人数増加で2年生以上の戸惑いと不安は

計り知れないものがあり、ホームでありながらアウ

エーの心境だったと思います。その中で子どもたち

が自分の居場所と感じられるような生活づくりを職

員は心がけてきました。 

 子どもたちがより主体的になれるように係りを募集

した取り組みや班長会議など新しく取り入れてきま

した。ベーゴマの取り組みは大勢の子どもたちが興

味を示し、学童祭りのベーゴマ大会は2チームを選

出することができました。 

学校からの道のりが子どもの足で 15 分近くかか

ることや学童に庭がないため公園まで道路を横断

して行かないといけないという立地条件のため課

題も多くありますが、今後も子どもたちが自分の居

場所と感じられる保育を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 注）学童保育とは、制度や施設を含めた一般的な通称 

   法律上は、「放課後児童健全育成事業」 

   施設は、実施する自治体によって名称が違い、 

   所沢市では、「放課後児童クラブ」 

   認定資格制度により指導員は「放課後児童支援員」 
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安松えんぴつ児童クラブ 

今年度は毎週月曜日に『お話の時間』を設け、支

援員の話を聞いたり、子どもたちと話しあったりする

場を作りました。大人からの話で生活の流れを断

つことが減り、子どもたちも支援員の話を聞く姿勢が

見えるようになってきました。意見を言える場として、

生活に困っている事や、「やりたい！」と思っている

事を、子どもたちから発信してくれる事も多く、可能

な限り子どもたちの意思に沿えるようにしてきまし

た。 

遊びでは、自然に恵まれた環境の中でのびのび

と遊べました。学童横にブランコを設置したところ、

大好評でした。ベイゴマ人気も続いており、学童内

外の大会にも参加し、盛り上がりました。『高学年お

たのしみ企画』『東所沢公園へおでかけ』『手巻きず

しパーティー』『うどん打ち』『スライム作り』等、新し

い行事を取り入れて楽しみました。 

支援員会では補助員も含めて話し合うことで、保

育の課題や見通しを深めることができました。日々

の打ち合わせで子どもの様子を共有し、帰ってくる

その子をどう受け止めて、話を聴くのかを大切にし

てきた一年でした。 

 

牛沼ありんこ児童クラブ 

 ありんこクラブは 1年生～4年生の 75人の児童

が通っており、子どもたちが話し合ってクラブを作っ

て行くことを大事にしてきました。夏には「夏やすみ

さよならパーティー」と題して今回は縁日風にし、子

どもたちの考えた出店（射的・ボーリング・釣り堀）や

かき氷、綿あめ、ジュース屋などを出し、楽しい行

事となりました。普段の生活のなかでも遊び道具の

使い方や約束事などを最高学年の4年生6名が中

心となりみんなに呼びかけ話し合ってきました。年

間を通して班があることで学年や男女が仲良いの

も牛沼クラブの特徴。ろくむしや大根抜きなどの遊

びはいつも大人数です。外遊びが大好きで校庭に

行ける時間になると部屋の中は空っぽになってしま

います。後半、次年度に向けての取り組みは児童

の約半分が継続できない現状もありなかなか出来

ませんでした。しかし、最後の日までやりたい遊び

を思い切りやろうとたっぷり遊び、充実した毎日を

過ごすことができました。次年度は 2 年生がクラブ

の中心となります。まだまだ幼さはありますが気持

ちは新3年生。期待が持てます。 

 

 

松井まつぼっくり児童クラブ 

2018年度は、1年生6人を迎え、児童数65人でス

タートしました。支援員は常勤 3 人となり、体制も安

定した保育ができました。 

学童にとっての宝の場所でもある原っぱの使い

方については、みんなで一緒に考え意見を出し合

い、高学年中心にまとめてくれました。「野球」「サッ

カー」「自由の日」のローテーションで使い、みんな

が気持ちよく使えるようになってきました。 

 異年齢での集団あそびでは、上級生から声がか

かると入れてと輪が広がります。外では「ドロケイ」

「鬼ごっご」「ドッチボール」などが人気です。室内で

は「人間狩り」「大繩」「風船バレー」などが盛り上が

りました。 

 梅雨の時期には、室内あそびを充実させようと手

芸・工作・紙粘土・ぬり絵 

などに力を入れました。とにかく1枚をじっくり塗るこ

とを目標に「本気ぬり絵大会」を開催しました。参加

は自由で目標にそって時間をかけて丁寧に塗る子

どもがほとんどでした。 

 3月29日には、6年生4人の「卒所式」と異動する

支援員と退職する補助支援員の「送別会」を行いま

した。卒所証書・認定証・記念品「ネーム入りしゃもじ」

を渡しました。卒業生のＯＢやＯＧも多数クラブへ

かけつけてくれました。 

 

和田たつのこ児童クラブ 

 自主性、自発性、自立を合言葉に、子どもたち

が主体的に生活や遊びを展開できるよう積み重ね

てきました。子どもたちも自分のクラブを自分たち

で作るという意識が定着し、おやつの声かけや班

作りなど自主的に行えました。下の学年からは「次

は自分たちが・・・自分たちもやってみたい」という

思いが生まれ、引き継がれています。家庭に生活

の様子をフィードバックし、成長につながるようにし

てきました。 

遊びでは年間を通じてサッカー、一輪車、将棋、

ベーゴマなど、男女や学年関係なく遊んでいました。

毎年参加してきた所沢市のとうきち子ども将棋大会

に向けて頑張る姿があり、学童＆OBで組んだチー

ムが念願の優勝をはたし、学校と学童の名前を上

げることができました。 

キャンプ、たつのこまつりなどの行事も保護者の

協力で成功し、子どもたちにとって大切な思い出に

なりました。子どもたちも仲間と協力し、目標を持っ

て頑張る経験をし、行事を終えるごとに大きく成長
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していることを実感しました。 

保護者、地域、学校、関係機関が連携し、子ども

たちを見守れるように、児童クラブが橋渡しできる

ように関わってきました。今後も手を取り合い暖か

い学童を作っていきたいです。 

 

伸栄たんぽぽ児童クラブ 

今年度、ほぼ１～３年生の学童になり、下校時間も

同じなためおやつ時間の見直しをしました。おやつ

の時間を早めたことでおやつ後の子ども達の自由

時間を確保し、校庭で遊べる時間も増えました。 

おやつの内容も様々な食べ物の味覚を味わえる

よう、まったく食べない選択をなくし、一口でも食べ

てみようという方向に切り替えました。また、グルー

プでのおやつ時間として設定し、食べられない物も

他の子が食べられるか聞いてみる、コミュニケーシ

ョンの場として考えてきました。 

あそびでは、横の関係だけでなく縦の関係も作

れるように遊びの導入は 2 年生以上に先に教え覚

えてもらい、子ども達を通して遊びが広がるようにし

てきました。下級生にとっては教えてもらえる、上級

生にとってはよりダイナミックに遊べる集団を作れる

など、お互いが必要になるように考えてきました。ま

た、遊びのルールを厳密化することで勝手にルー

ルを変えないなど、だれでも参加しやすく、誰でも

教えてあげられるようにしてきました。 

 

若松わんぱく児童クラブ 

 今年度は 26人の新入児を迎えて 57人の児童で

学童の生活をスタートしました。子どもたちが自分ら

しくいられて、自分のことも、相手のことも大切にで

きる子ども集団を目指してきました。特に、あそび

の時間を大切にしてきました。広い校庭では、サッ

カーや野球、一輪車、大繩など身体をたくさん動か

していっぱいあそびました。氷おに、パック蹴りなど

の集団遊びの楽しさも味わいました。室内ではプラ

バンを使ってオリジナルで考えたプラ板バトルやご

っこあそび、工作、将棋などが盛んに行われました。

高学年が企画した肝試し大会やわんぱく縁日、わ

んぱくバザーなどの行事を通して自分達で考えた

ものを実現していく楽しさ、自分も相手も楽しいと感

じる嬉しさなどを味わうことも出来ました。子どもた

ちにはたくさんの体験を成長の糧にして欲しいと願

っています。笑いあり、涙あり、喧嘩ありととても賑

やかな 1年間でした。 

 

並木みつばち児童クラブ 

今年度、長年の願いでもあった学童の建て替え

がありました。8 月には、これまで関わった子ども

（OB,OG）・保護者・指導員によびかけ、取り壊され

てしまう前に学童をなつかしむ 1日をつくりました。

たくさんの人が集まり、いろいろな話を聞く中で、並

木学童の歴史を感じることができました。 

建て替え中（9 月～3 月）は、学校内学童への引

越しという大きな環境変化もありましたが、市と連携

を取り、学校にもご理解ご協力をいただけたことで、

スムーズに移転することができました。学校内学童

は、少し狭い空間での保育になりましたが、スペー

スやあそび方を工夫したり、子どもたちと話し合い、

生活をつくることで、大きな混乱もなく落ち着いて

過ごすことができ、3/25 からは新施設に戻ってくる

ことができました。 

今年度も、子どもたち 1人1人の成長を保護者と

ともに見守り、支えてきた 1年でした。 

 

中央とんぼ児童クラブ 

建物の広さや庭のない環境は変えられません。そ

んな中、今年も色々工夫して楽しく過ごしました。 

１学期、泥団子づくりが大流行。公団横の僅かな

土のある場所で泥団子作りに集中する子ども達。い

ろいろ個性的な泥団子を作り楽しみました。遊んだ

後は綺麗に掃除も忘れない子ども達。バスを降りて

家路を急ぐ地域の方々に迷惑をかけないようにと

配慮する姿も見られました。 

２学期は公団の植栽工事が大々的に行われ、ま

すます保育環境としては厳しいものになりました。

が、それさえも、子ども達にとっては危険から身を守

る大事な学習のチャンス。危険個所の確認はもとよ

り、迫力あるショベルカーの動きなども眼前で見て

地響きを感じることが出来ました。 

３学期、工事が終わった後は、広々とした芝生広

場になった学童前です。いっけんすると、遊び場に

もってこいの広さですが、公共の場所であることに

変わりはありません。今後もこの場所に学童がある

限り、地域の中での学童の在り方は考え続けてい

かなければならない課題です。 
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椿峰たいよう児童クラブ 

春。体を動かすことが大好きな子どもたちは毎日鬼

ごっこ。1 年生が始めた鬼ごっこに下校してきた上

級生たちも入って大人数で走り回りました。汗と砂

で顔もドロドロ。 

夏。ビニールプールに空気を入れ始めると、「すご

い！」「プール？」「大き～い」と目をキラキラさせ

て集まってきます。ビニールが膨らむように、子ども

たちの期待も膨らみます。大きなプールに、ギュウ

ギュウになりながらも水遊びを楽しみました。 

秋。「そろそろたいようまつりの品物を作り始めたい

んだけど」と、ミサンガやブレスレット等を作り始めた

子どもたち。「シュシュのミシン掛けをしたい」「今年

はストラックアウトをやりたい」。4，5 年生がお店を

仕切って、近年で一番の売り上げを達成しました。 

冬。「戸建て段ボールハウスを建ててみようか」と、

一日保育を使って、段ボールの家を作りました。お

昼までの 2 時間、子どもも大人も時間を忘れて、汗

をかきながらハウス作りに熱中しました。「まだやり

たい」「今度は棚を作る」「次は…」子どものやりたい

という気持ちが形になって溢れました。子どもたち

のやりたい気持ちと真剣に遊ぶ姿、表情から、遊び

の大切さを肌で感じた 2018年度でした。 

 

山口おおぞら児童クラブ 

 山口学童クラブは自然豊かな環境の中にあり、

子どもたちは身近にある自然を相手に創造力豊か

に遊んでいます。小さな虫や生き物を捕まえて育

てたい、世話をしたいとはりきる子どもたちでしたが、

生き物は自然の中でこそ長く生き延びていくことや

命の繋がりがあることを伝え、自然を通して命を大

切にすることを学ぶ機会もありました。 

 毎年恒例の６月のおおぞらバザー、８月のデイキ

ャンプ、１１月のおおぞらレストランでは子どもたちも

保護者も力を合わせて取り組み、思い出に残るイ

ベントになりました。 

夏休みや冬休みには子どもたち発案のベーゴマ

大会、レゴゴマ大会、トランプのスピード大会が開

催され、出場者以外も順位予想で参加したりとおお

いに盛り上がりました。 

一日保育の日には本の読み聞かせに力を入れて

取り組んできました。創造力をふくらませ、物語の

世界を楽しんでほしいと始めた読み聞かせの時間

ですが、支援員が読み聞かせを続けているうちに、

何人かの子たちが自分も読んでみたいと読み手役

をすすんで引き受けてくれ、今後も続けていきたい

取り組みのひとつとなりました。 

 

上新井すぎのこ児童クラブ 

 「はなさないで」「こっちひっぱって」「せーのっ」と

子どもたちの元気な声、ホールで大根抜きをしてい

ます。おやつ後のホールでは、風船ボールでのドッ

チボール・ワニ鬼・風船バレーと様々な遊びをして

いました。男女・学年関係なく、1番人気が大根抜き

でした。抜かれまいとギュッと手をつなぎ、体に力

を入れます。抜く側の子どもたちも、足を踏ん張り、

力を合わせて引っ張ります。全身を使って遊んで

いる子どもたちは、とても輝いていました。 

当初、入りたくても声がかけられない1年生に「や

りたいの？」と上級生が声をかけてくれました。頷く

だけだった 1年生も、徐々に「入れて」と声をかけら

れるようになりました。また時折、気持ちのぶつかり

合いやすれ違いなどもありました。怒っている子や

落ち込んでいる子に「どうしたの？」「何があった

の？」と気持ちを寄せてくれる姿がありました。  

子どもたちは、日々の遊びや人とのやりとりを積

み重ね、この 1 年間で身体も心も大きく成長し、異

学年の関係も深めました。 

 

第二上新井ひよっこ児童クラブ 

第二上新井学童クラブ（愛称ひよっこクラブ）は、

２０１８年度から NPO に仲間入りしたクラブです。４

月、支援員と子どもたち、保護者の方々とは全員初

めましてのスタートでした。子どもたちがそれまで過

ごしてきた学童の生活を大きく変えずに、私たちが

大切にしてきた保育をしたいと、試行錯誤の毎日

でしたが、あそびを中心に生活の流れを作ってき

ました。庭がなく、学校の校庭を借りて遊んでいる

ので外遊びの時間が限られています。そのため、

遊び時間の確保や、室内遊びも十分にできるスペ

ースを作ることにも検討を重ねました。それまでは

なかった、ベーゴマやけん玉などの伝承遊びも導

入し、大会も開催しました。おやつの時間は、限ら

れた中で手づくりをしつつ、子どもたちにとって、楽

しみなほっとできる時間になるように、大切にしてき

ました。行事は今年度、初めてだったので、それま

でのことを子どもたちに聞きながら、支援員が主体

で、お誕生日会や季節ごとのイベント、夏休みの連

れ出し、進級お祝い会などを企画し行いました。今

後は、子どもたち主体の行事ができればと考えて

います。 
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宮前かめのこ児童クラブ 

2018年はこども 70名の在籍でスタートしました。

大規模ではありましたが、こどもたち一人ひとりがの

びのびと、安心してクラブで過ごせることを大切に

保育にあたってきました。    

春は泥遊びでスタートしました。泥団子作りでは

上の子がピカピカに磨くのを見て下の子は真似を

し、徐々にピカピカの泥団子を作れるようになって

いきました。外あそびが大好きな子が多く、「校庭

に行こう」と声をかけると、ほとんどの子が校庭に行

きます。校庭ではサッカーやタイヤおに、忍者ごっ

こなど思い思いの遊びを楽しむ姿が見られました。 

学童敷地内での缶けりや、おにごっこは秋以降

に異学年、男女まざって盛り上がることが多かった

です。 

工作や手芸もこどもたちに大人気でした。ボンボ

ンですみっこぐらしやディズニーのキャラクターを

作り家族にプレゼントする姿が見られました。ハワイ

アンリボン編みはおまつりで、こどもの手づくり品コ

ーナーで販売することができました。マジックスクリ

ーンやスライムつくりなどは雨の日など校庭に遊び

に行けない日にみんなで作りました。オリジナルの

マジックスクリーンを作る子もいました。 

 

三ヶ島つくし児童クラブ 

クラブに隣接する広い原っぱがなんといっても三

ヶ島児童クラブの魅力です。色々な昆虫を始め、

雉のつがいが散歩しに来たり、ウズラが巣をつくり

卵を産んだりと野生の生態が子どもたちを楽しませ

てくれました。夏前には三ヶ島小学校の1年生が授

業で原っぱの昆虫を採集に。秋には、柿の木に実

った柿の実をおやつにしました。 

クラブの生活では、おやつ時に畳とホールにそ

れぞれテーブルを５卓ずつ並べ、10 班に分かれて

座るようにしました。高学年が自分たちで相談して、

バランスよく班のメンバーを決め、おやつの時間を

をその班で楽しく過ごしました。 

秋の台風では、フェンスと建物を覆う波板が破損

し、修理しました。また、学童の庭も雨が降ると、雨

水がたまり、海の様になって困っていましたが年度

末に盛り土がなされ、快適に遊べるようになりました。

今年度は後半に、卓球が流行り、テーブルを四つ

並べて学年を問わず、勝ち抜き戦を楽しんでいま

した。 

 

 

林くわのこ児童クラブ 

専用の施設、庭があって、目の前の校庭も使えると

いう恵まれた環境を活かし、例年同様、子どもたち

とともに生活をつくっていくということを大切にして

きました。毎年流行する野蒜（のびる）採りが転じて

今年は「ネギニラレストラン」も登場、メニュー作りを

したり、それぞれの工夫で遊びが発展していきまし

た。暖かくなると、水遊びでバケツの水を豪快にか

ぶる女の子たち。庭が水浸しになり、男の子たちは

ダムや川づくりを始め、さらにはその周りで泥だん

ごづくりも始まったりしていました。夕方校庭の時間

が終わると、庭に集まって誘い合い、くさりオニなど

始まります。はじめの頃は様子を見ている 1 年生も、

いつの間にか仲間に入っていました。室内ではおり

がみで家具などつくり、それぞれダンボールのお家

に飾ってマイハウス作りも流行りました。毎日夢中に

なって遊べる素晴らしさ、遊びを通してお互いに成

長しあえる素晴らしさを実感することができました。 

 

若狭たけのこ児童クラブ 

公園を通り抜け「ただいま〜！」と帰ってくる子ど

もたち。宿題が終わると「外、出ていい？」と、目を

キラキラさせながら聞いてきます。「いいよ～！」と

答えると、さっき通って来た公園に、元気よく飛び出

していきます。「フリスビードッチやるぞー！！」今

年新しい遊びができました。定番の大縄跳びや、

一輪車に乗ったり、バドミントン、フリスビー、ドロケイ

などその日にしたい遊びを、誘い合ってしています。

林の中では基地作りが盛んに行われ、笹が屋根や

壁になり、落ち葉のジュウタンは、寝転んだり布団

にしたり、体操マットになりました。四季折々の材料

を使って発想豊かに作り上げています。 

室内では、けん玉やベーゴマ、コマ、サッカーゲ

ームでの対戦で賑やかです。手作りカフェがオー

プンしたり、編み物やマスコット作りなどの手芸を楽

しんでいる子も多くいます。二階にあるピアノを弾

きながら、ふと窓の外を見ると公園が見えます。「今

日は、何をしようかな〜？」ワクワクした思いが溢れ

ている若狭の子どもたちは、今日も元気に遊んでい

ます。 
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【2018年度 職員部会 活動のまとめ】 

 

 私たち、放課後児童支援員は、保育者としての

まなざしを磨き、子どもとともに生活をつくり、

その生活を通して子どもたちが健やかに成長・発

達していけるように支援します。 

 

 

4月からの指定管理者変更に伴い、今年度から 9

クラブが他の事業者での運営となり、クラブの会

は 17クラブとなりました。職員の人数も減り、

職員部会内の役割や会議についての見直しを行

ってきました。 
 今年度は、定例職員会議のはじめに、地区で1

クラブずつ、保育のエピソードを紹介し、運営指

針の内容と照らし合わせるという時間を持ちま

した。日々の保育の一場面を切りとり、伝える力

を養うこと、聞いている側にとっても、他クラブ

の保育の様子を知ること、更には日常の保育を運

営指針の内容に照らし合わせ、確かめられるとい

うことなど、とても有意義な取りくみとなりまし

た。 

過密、大規模、老朽化等々、課題は山積してい

ます。保留児童は年々増え続けています。低学年

の割合が多くなり、異年齢での生活が作りづらい

クラブも増えています。老朽化も深刻で、夏の台

風では大きな被害を受けたクラブも少なくあり

ません。 

 非常に厳しい状況ではありますが、今年度も、

上記スローガンの基、子どもたち一人ひとりが安

心して生活のできる学童保育を目指し、また、常

にまなざしを磨きあい、学びあう職員集団を目指

し、活動してきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2018職員部会研修参加一覧】 

 

日       研修名 参加 

5/27 埼玉県学童保育研究集会 16 

         松崎（講師）藤巻（司会）  

6/10 全国指導員学校(北関東） 26 

6/17 全国指導員学校（南関東） 3 

6/27 春の基礎講座 32 

          松崎（司会）  

9/26 実践記録学習会 4 

9/27 新人研修 12 

10/20 全国学童保育研究集会 15 

11/16 沿線学習会 23 

11/23 埼玉県指導員学校 11 

12/9 埼玉県指導員学校 20 

         藤巻・日高・松崎（司会）  

        寺口・北田・鈴木聖（記録）  

12/16 障がい児集中講座 ① 11 

     鈴木千（世話人） 坂本（記録）  

2/3 障がい児集中講座 ② 17 

      井上（記録）鈴木千（世話人）  

2/7 沿線学習会 27 

                遠藤（司会）  

2/26 冬の基礎講座 10 

 2/24 埼玉県実践交流会 17 

    杉山（レポ）田村・柏倉（世話人）  

 支援認定資格研修 ※計4日間 5 

 応急手当講習 81 
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２．大規模化や保留児解決に取り組みます。 

  

 所沢市との協議の上、各クラブでの最大限の児

童の受け入れを行ってきました。保留児童は、5ク

ラブ42名。10クラブが入所率150％を超えており、

200％越えも3クラブあります。そのため、長期休業

日の児童の一時預かりは、入所率の上昇による安

全確保の観点から、今年度は行いませんでした。 

  

 このような状況の中でも、小学校の体育館の借用

をはじめ、生活時間の見直しなど、各クラブが様々

な工夫や努力を行っており、大規模・過密化を言い

訳にしない、これまで続けてきた「子どもたちととも

に生活をつくる」ことを大切に行ってきました。 

  

 今年度は、今後の 3年間を見据えて、大規模クラ

ブ地域での情報収集を行いました。所沢市の民設

民営児童クラブ設置の方向性を凝視しつつ、クラ

ブの会の財政状況を踏まえながらチャレンジしてい

くことになります。 

 

 

３．全国学童保育連絡協議会・埼玉県学童保育 

連絡協議会に積極的に貢献し、国や県施策への 

とりくみをすすめます。 

 

 学童保育に関わる様々な団体と相互に協力し、

連携してきました。県などが主催した研修会に、講

師や世話人、レポーターを派遣し、積極的に参加し

てきました。 

 放課後児童支援員認定研修では、クラブの会の

常勤職員の 9割が履修を終えて、非常勤職員4名

も有資格者となっています。 

 

 国では 11月に支援員配置基準の参酌化の方向

性が示されており、埼玉県・所沢市とも連携、協力

をしつつ、この基準を維持しつつ、さらなる学童保

育の向上に取り組んでいきます。  

 

 

４．財政の安定と認定ＮＰＯめざし組織基盤の充実

をはかります。 

 

 財政・組織の強化を目的に、今後の3年間を見据

えてのプロジェクトを再スタートさせています。前年

度から引き続いてのプロジェクトでは、指定管理の

選定結果の分析と今後のクラブの会の方向性につ

いて検討しています。 また、新たなプロジェクトは、

今後も安定して運営していくための検討です。いず

れも2019年度には、方向性を決定し、2020年度か

ら具体的に取り組んでいくことを目標にしています 

 財政面では、2018 年度の収支を単年度ではなく、

3年間をスパンとして捉えていくこととし、 

2018年は、職員の「雇用確保」 

2019年は、抜本的な「収支構造の改善」 

2020年は、「安定的運営」の初年度 

と位置づけ、取り組んできました。 

 職員からの協力もあり、3年計画の 1年目を乗り

切ることができました。 

 また、魅力ある、働きたくなる職場環境を目指し、 

「シニア活躍推進宣言企業」に埼玉県から認定され

ました。 

 

 

５．他団体と交流をはかり地域に貢献します。 

 

各17クラブで、バザーや子どもまつり、地域の行

事や活動など様々な場面で協力し、地域の一員と

しての関係を築く努力をしてきました。また、10月

の市民フェスティバル、11月の学童まつり(緑町中

央公園)への協賛を行いました。いずれも有志実行

委員会を中心に多くの職員、会員、ＯＢの協力が得

られ、盛況のうちに終えることができました。（別項 

各実行委員会報告あり） 

 

 

2018年度 委員会・実行委員会報告 

 

広報委員会 

 

 ２０１８年度は「ところざわのがくどう」を４

号発行しました。「クラブの会の学童の良さを伝

える」というテーマで編集。保育エピソードや保

護者の思い、あってよかった保護者会、OBに聞

く学童保育への思いなど、ほぼ全クラブが記事を

載せることができました。また、特集として学童

保育の歴史と遊びについて原稿を寄せてもらい

ました。 

 記事を通じて学童保育で大事にしてきたこと、

今も大事にしていることを再確認することがで

きました。発行を通じて、学童保護者や関係者に

とどまらず、内外に広く学童の良さをアピールす

ることができました。２０１９年度も、学童クラ

ブの会が培ってきた保育の内容をさらに多くの

人たちに伝えることができるよう、活動を続けて

いきます。 
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事業委員会 

 

２０１８年度も会員の福利厚生の一環として

西武園チケットを取扱いました。更に、１学期は

事務所クリーンアップ作戦の一環として、学童保

育関連の書籍やベーゴマ等を販売しました。その

他、物品販売としては２学期以降に「うどん、ち

ゃんぽん、そば」を取扱いました。 

学童保育数が 17ヶ所になったこともあり、物

品販売の取扱い数は全体的に減りました。その結

果、送料の負担がかかりましたが、それでも、ご

利用して下さった皆様には、心から感謝もうしあ

げます。本当にありがとうございました。 

来年度も細々ではありますが、西武園チケット

及び物品販売は実施していきます。できれば、新

たなグッズ開発などして、事業活動そのものを楽

しく出来たらよいと思いますので、是非、会員の

皆様の発想をお知らせいただけると有難いです。 

 

市民フェスティバル実行委員会  

 

１０月２７日、２８日に航空公園で行われた市

民フェスティバルで、学童コーナーとして、今年

もダンボール迷路を作りました。今年も比較的作

製に手間の少ないマス目状にしました。ピラミッ

ドも今までになくペイントすることが出来て遠

くから見ても目立たせることが出来ました。中に

は LED を使ったランタンをたくさん吊り下げて

幻想的な空間を作りました。両日天気に恵まれ多

くの子どもに楽しんでもらうことが出来ました。 

 あかさたな「所沢子どもルネサンス」の一環と

して行っている所沢ベーゴマ教室・ベーゴマ大会

は、土曜日はベーゴマ教室、日曜日に第２４回ベ

ーゴマ市長杯を行いました。今回初めての試みと

して、参加者の年齢制限を２０歳未満と設けまし

た。日頃練習に励みこの大会を心待ちにしていた

子どもや、今年度運営が変わったクラブからも参

加があって白熱した勝負が繰り広げられました。 

結果は１位 山上 創平くん （並木小学校） 

   ２位 井戸 直希くん （北中小学校） 

   ３位 石井 颯人くん （上新井小学校） 

でした。 

 事前準備及び当日、ご協力いただいた保護者、

指導員のみなさまありがとうございました。 

http://tokorozawakodomorune.jp/ 

 

（2018年度市民フェスティバル実行委員会） 

 

第１６回学童まつり実行委員会  

 

 １１月２５日（日）緑町中央公園を会場に学童

まつりを開催しました。市民に学童を知ってもら

うと同時に参加した子どもも大人も、「子どもも

たのしめる 大人もたのしめる 学童っていい

な」と感じてもらえることをテーマに行いました。 

 飲食模擬店へは松井学童、上新井学童、所沢学

童保護者会連絡協議会、西武沿線連協、遠藤家、

理事会の６つの団体及び実行委員会直営から、フ

リマには上新井学童、ゲーム及び販売のコーナー

へは山口学童、宮前学童、並木学童、事務局の黄

前さん、北秋津学童の５団体の参加がありました。

その他事務局の米田家によるダブルダッチ実演、

市フェスから流用したダンボール迷路も人気で

した。 

 学童の良いところを知ってもらうために、パネ

ルで写真も多用して学童展示コーナーを設けま

した。 

 午後は名物ベーゴマ団体戦。１９のチームが参

加しました。中には一つのクラブで５人揃わなく

て複数のクラブの合同チームで参加するケース

もありました。団体戦は個人戦とはまた違った盛

り上がりがありました。 

優勝は北野学童「北野ベーゴマＨＥＲＯ」、二位

は牛沼学童「あり」、三位は第２上新井「最強チ

ーム」でした。 

事前準備及び当日、ご協力いただいた保護者、

指導員のみなさまありがとうございました。 

 

（2018年度学童まつり実行委員会） 

 

http://tokorozawakodomorune.jp/

