令和元年度
佐久市少年センター
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街頭補導実施回数 １７回
従事補導委員数
９８人
相談件数
０件
補導した少年数
２人
声かけ人数
３２５人

２ 月 の 補 導 日 誌 か ら
２月３日（月）
７班（K・K 記）
巡回経路 大型スーパー → 市民交流ひろば → プレイサークル → ミレニアムパーク
→ 佐久平駅 → 大型スーパー内ゲームセンター・フードコート

補導の様子
市民交流ひろばは、未就学児童の親子連れが数組。今日は気温が大分上昇し、
子どもたちは楽しそうにブランコ等で遊んでいました。小中高生の姿は見えま
せんでした。管理事務所で聞いたところ、小中高生のいたずら等はないとのこ
とでした。またゲームセンターには子どもたちの姿は見えませんでした。
２月４日（火）
12 班（S・Y 記）
巡回経路 野沢会館 → 県民佐久運動広場 → 野沢児童館 → 中嶋公園
→ 原公園
補導の様子
立春とはいえ本当の春のような陽気で、外を歩いていても寒さを感じない日
でした。県民佐久運動広場には一人がサッカーの練習をしていました。野沢児
童館では、暖かいのに外では誰も遊んでいませんでした。館内の様子を見させ
てもらうと、時間が早かったことで１年生が 27 人、２年生が 19 人いました。宿
題をやったり本を読んだり一輪車をやったり、けん玉をやって見せてくれる子
もいました。なごやかな雰囲気がありました。中嶋公園、原公園には誰もいま
せんでした。野沢会館に戻るころには、帰りの小学生が元気よくあいさつして
くれました。
２月５日（水）
８班（A・A 記）
巡回経路 ゲームセンター → ＤＶＤ等レンタル店 → インターネットカフェ
→ ゲームセンター → 総合レジャー施設
補導の様子
レンタルビデオ書店は、18 歳未満は入店できないとのこと、いたって静かで
お客は少なかった。インターネットカフェ、総合レジャー施設の中も今日はわ
ずか数名でした。ゲームセンターには大人 40 人位、親子連れなどで賑わってい
ました。それぞれのゲームを楽しんでいるようでした。小中学生の姿は見かけ
ませんでした。
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２月６日（木）
20 班（A・O 記）
巡回経路 望月支所 → 望月図書館 → 望月高校 → 望月児童館 →
望月バスターミナル → 望月支所
補導の様子
望月図書館では、小学生１人が勉強していました。望月高校は書類を届けに
寄りましたが、生徒さんは見当たりませんでした。望月児童館では、館長さん
からお話を聞きました。約 90 人が遊んでいるとのこと、平均すると 1 日に 100
人程が来館しているとのことでした。元気よく外で縄跳びやサッカーをしてい
る子どももいて驚きました。今のところ風邪やインフルエンザも流行っておら
ず幸いとのことでした。夜７時過ぎに迎えに来る保護者の方もいるとのことで、
ご家庭の事情をお察ししました。バスターミナルには誰もいませんでした。望
月支所に戻って来て高校生に声をかけましたが、岩村田高校生とのことでした。
２月７日（金）
17 班（S・K 記）
学校訪問 青沼小学校
校長先生の話：小学校の近くの谷川が台風 19 号により決壊し、毎年田んぼスケ
ートリンクを造っていたが、用水路の崩壊によりできなかった。
リンゴ栽培、米作り、菊作りなどの体験活動はできました。
教頭先生の話：登下校の際、農道等を横断する時、自動車がかなりのスピード
で走るので、児童は「信号機がついているが怖い」と言っている。
生徒指導の先生の話：児童数が少ないため、先生方の目が行き届き、いじめ問
題にしても大きくならず水際で解決出来ています。教室、校内な
どの清掃は一人ひとりが責任をもって行っている。
２月 10 日（月）
1 班（R・Y 記）
街頭啓発活動 イオンモール佐久平出入口付近
本日は、1 班の補導委員、補導委員協議会の正副会長、市職員総勢 11 人で街
頭啓発活動「信州あいさつ運動」をイオンモール佐久平の蓼科ウィング西口と
東口で行いました。時々雪が降るあいにくの天気でしたが、たすきを掛け、こ
ちらから「こんにちは。あいさつ運動をしています」と広告入りのポケットテ
ィシュを配りながら声をかけると、ほとんどの方が受け取ってくれました。「信
州あいさつ運動」とは、大人が子どもにあいさつすることで、子どもを元気づ
け地域ぐるみで子どもの育ちを応援する運動です。現在、自分に自信を持てず、
自己肯定感が低い元気のない子どもが増加しています。そして、この運動は子
どもを独りぼっちにしないよう、地域ぐるみで温かいあいさつで包むことを目
的としています。この運動を機に少しでも多くの方があいさつを
してくれることを願いながら、11 人一丸となって活動しました。
２月 12 日（水）
16 班（A・I 記）
巡回経路 中込駅 → 成知公園 → 中込児童館 → 学童保育 → 中込商店街
補導の様子
２月上旬とは思われない暖かい巡回日でした。水曜日の一斉下校日というこ
とで、多くの生徒に声かけやあいさつができました。児童館利用は 74 名、学童
保育は 17 名と少なめでした。元気いっぱい遊んでいました。
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２月 13 日（木）
４班（T・Y 記）
学校訪問 佐久平浅間小学校
佐久平浅間小には、うらやましい授業がある。地域の人々や PTA の協力を得て、
異学年で地域のプロに学ぶ「知恵の木科・お仕事ゼミ」。いろいろな仕事に直接
触れることにより、将来の『夢の種まき』になると教えていただいた。佐久平
浅間小を選んで入学してくる児童もおり、来年度は児童数が開校時の 1.5 倍にな
り、教室が増築されるそうだ。その一方で、児童数増加に伴って増加する不安
は、市教委と連携して対応して行くという校長先生の力強い言葉に心が暖かく
なった。不登校やいじめ、SNS 等の問題もある。些細なことでも早期発見・即対
応。芽のうちに摘みたいという校長先生の毅然とした態度がとても頼もしく感
じた。地域の方々に感謝の気持ちを表し、PTA と共に！という
先生方の真摯な態度の中で育つ子どもたちは幸せだと思った。
２月 14 日（金）
９班（A・H 記）
巡回経路 野沢会館 → 野沢中学校 → 野沢本町公会場 →
佐久合同庁舎 → スーパーマーケット → 野沢会館
補導の様子
冬にもかかわらず、暖かい 1 日。気温＋10℃。中学生は清掃の最中、あいさつ
のみ。帰宅途中の小学生４人に早く帰るよう指導。大日向小に通う小学校２年
生の女児が国道を歩いており、学校の様子などを聞きながら自宅まで一緒に歩
いた。大型店や遊び場には子どもはいなかった。野沢会館では、野沢南高校の
生徒が 15 人。学校の様子などを聞いた。特に変わったことはありませんでした。
２月 17 日（月）
13 班（H・K 記）
巡回経路 中込駅 → 学橋 → 中込中学校 → はしばコミュニティプラザ
→ 橋場横町公園 → サングリモ
補導の様子
今日は巡回する道を変えて活動してみました。中込中学校前を通る時、ちょ
うどお掃除の時間で教室の中や校舎周りのお掃除をしていました。また回収し
たアルミ缶を小袋から大袋へ移す作業もしていました。巡回路を変えたためか、
ほとんど小学生とは出会いませんでした。中込駅周辺で高校生と出会いました。
高校生に話を聞いたら「今、テスト期間で部活がなく早く家へ帰る。」とのこと
でした（テスト頑張れ）。今日は特に変わったことはありませんでしたが、中学
生、高校生に声かけすると、皆あいさつを返してくれました。
２月 18 日（火）
２班（K・M 記）
巡回経路 浅間会館 → 岩村田小通学路 → 岩村田児童館 → 浅間会館
補導の様子
浅間会館から岩村田児童館まで通学路に沿って行きました。下校の小学３年
生５～６人と会い、元気よくあいさつしてくれました。児童館に着くと皆さん
元気いっぱいにボールを使って遊んだり宿題や読書をしたりしていました。冬
は一日 110 人位の児童が利用しているようです。寒いせいもありインフルエンザ
が流行しており、休んでいる児童がいると聞きました。皆が元気に過ごせるよ
う祈りたいと思います。
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２月 19 日（水）
３班（M・A 記）
巡回経路 大型スーパー → 市民交流ひろば → ミレニアムパーク →
佐久平駅 → 大型スーパー内ゲームコーナー
補導の様子
良い天気で気温も高かったので、市民交流ひろばでは親子連れや中学生がい
ました。市民交流ひろばの管理事務所より「多分高校生だと思うが、身障者用
のトイレの中で何人かで遅い時間まで話をしていたので注意をしました。」との
ことでした。大型スーパーでは、高校生がテスト前でもあり、テスト勉強をす
る人とゲームをする人が多くいました。
２月 20 日（木）
10 班（R・H 記）
巡回経路 野沢会館 → 県民佐久運動広場 → 野沢児童館 → 中嶋公園 →
城山公園 → 野沢会館
補導の様子
気温は８℃であったが、風が冷たい中、巡回をスタートした。中島公園では、
寒い中、小学５年生３名が任天堂スイッチでゲームに興じていた。児童館内で
もゲームはできるがあえて公園で行っているとのこと。野沢会館を出発時は勉
強している人もいなかったが、巡回最後に野沢会館によると小学生から高校生
の 10 名が真剣に勉強しており、しっかり勉強するよう励ましを行った。
２月 20 日（木）
14 班（Y・S 記）
巡回経路 中込駅 → 成知公園 → 中込児童館 → 学童保育 → 成田公園
→ 橋場公園 → 佐久城山児童館
補導の様子
成知公園では、２組の親子が遊んでいた。中込児童館・佐久城山児童館とも、
風邪やインフルエンザ等の流行はなく、大勢の子どもが元気よく遊んでいた。
学童保育では、卒業生が子どもの相手をしていた。寒いためか、公園には子ど
もはいなかった。
２月 21 日（金）
19 班（H・T 記）
巡回経路 浅科支所 → 浅科小学校前 → 浅科児童館 → 浅科中学校前 →
浅科支所
補導の様子
快晴のおだやかな気候の中、浅科支所から通学路を歩いて児童館へ向かいま
した。浅科小学校前では、低学年児童が下校中で、声かけすると皆元気にあい
さつしてくれました。浅科児童館では、１～２年生 38 人が利用していました。
宿題をやっている人、本を読んでいる人、友達同士で遊んだりそれぞれ楽しん
でいたり、活気に満ちていました。高学年生は、この時間以降に来館してくる
とのことでした。児童館を出て、通学路を歩いて浅科中学校方面へ向かいまし
た。途中２人の小学生が「こんにちは。
」と明るく
元気にあいさつして我々を追い越して行きました。
暖かい気分で巡回することができました。
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２月 25 日（火）
５班（T・K 記）
巡回経路 大型スーパー → 中佐都児童館 → カラオケ店
→ 大型スーパー内ゲームコーナー
補導の様子
中佐都児童館には、１・２年生の児童 50 名ほどが宿題をすませ
元気に楽しんでおりました。カラオケ店では、若者たちで半分以上の部屋が使
用中でした。店の話では、「午前中は、年配の方の利用が多い。」とのことでし
た。大型スーパーのフードコートでは、多くの高校生が勉強をしていました。
２月 26 日（水）
11 班（K・I 記）
巡回経路 野沢会館 → 野沢児童館 → 中嶋公園 → インターネットカフェ
→ 佐久平浅間児童館 → 野沢会館
補導の様子
今回は二か所の児童館を回りました。中嶋公園でゲームをしている３人の男
の子に声をかけました。今、新型コロナウイルスで大変な事になっています。
児童館も多くの子どもがいます。先生方も子どもに手洗いやうがいなどを中心
に教えているそうです。子どもたちがいつまでも元気でいますように願います。
２月 27 日（木）
６班（S・S 記）
巡回経路 臼田交番 → 下の宮児童公園 → 臼田児童館 → 青沼児童館
→ 切原児童館 → 臼田交番
補導の様子
寒い一日でした。最初公園へ行ったのですが人影は見当たらず、各児童館回
りをしました。各児童館共に外のグランドに出ている児童は少なく室内が主で
した。臼田児童館では４～６年生が午後４時迄課外授業とのことで、１～３年
生が 40 人程でした。体育館ではドッヂボール、午後４時から一輪車で、時間割
どおり行われ、１年生が自慢気に乗っていました。その後は 10 人程の４～６年
生が来館し計 50 人程になりました。青沼児童館では全校児童が 45 人とのことで、
各学年４～10 人程と児童から聞き、その児童数の低下に驚きました。その内の
３分の２の 30 人ほどが来館していました。午後４時 30 分過ぎに切原児童館へ行
ったのですが、29 人程来館しており、児童によると午後４時 30 分～午後４時 55
分迄は掃除の時間とのことで、遊びながらではありますが全員掃除をしていた。
近頃の家庭ではなかなか見られない光景でした。
２月 27 日（木）

18 班（K・O 記）

巡回経路 浅間会館 → 岩村田小通学路 → 岩村田児童館 →

かささぎ

鵲 稲荷神社

→ 県道９号（岩村田）商店街 → 中央公園 → 浅間会館
補導の様子
日が差していても気温２℃位の日でした。下校途中の岩村田小児童に会うと
「こんにちは」とあいさつしてくれました。岩村田児童館では１・２年生 40 人
位が宿題、読書、ドッヂボールなどそれぞれの時間を楽しんでいました。毛糸
の手編みの用具を貸し出していて、興味のある子どもたちが楽しんでいるとの
ことでした。帰り際３・４年生がぞろぞろやってきて、賑やかな児童館でした。
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２月 28 日（水）
専門補導委員 記
巡回経路 学童保育（ちびっこクラブ） → 中込児童館 → 中込小学校通学路
→ 中込地区内公園（成知公園・横町公園・成田公園・橋場公園）
補導の様子
新型コロナウイルス感染防止のため、本日より専門補導委員だけでの街頭補
導となった。中込学童保育では、明日関係者で対応策を決定するとのこと。市
内の児童館は３月２日から春休みに入るまでの間休館とのこと。中込児童館で
児童を迎えに来た父親と話をしたところ「小学生の子ども３人。共稼ぎ。児童
館休館になれば祖父母に頼みたいが遠隔地で。
」と困った様子であるものの感染
防止のための措置に感謝の言葉を述べていた。児童は、大きな荷物を両手に抱
えて、ふらつきながらの下校風景。感染せず一刻も早い終息を祈るのみ。各公
園には、大人・子どもとも一人もいなかった。

≪２月の補導を終わって。 専門補導委員≫
例年よりは暖かい２月ではありましたが、寒風が吹きさらす中での街頭補導巡回
大変お疲れさまでした。また、この他に
学校訪問
２月 ７日（金）
青沼小学校
（17 班）
１３日（木）
佐久平浅間小学校 （４班）
街頭啓発活動
２月１０日（月）
イオンモール出入口付近（会長・副会長・１班）
が行われました。学校訪問では、ご多忙中にもかかわらず、学校長はじめ担当の先
生にご出席いただき、学校での児童の様子をていねいにお話していただきました。
また、補導委員の皆さまからも街頭補導活動を通して日ごろ感じていることをお話
しされ、とても有意義な連絡会が開催されました。また、イオンモール出入口付近
で実施いたしました街頭啓発活動は青少年健全育成活動の一環として「有害環境浄
化活動強化月間」及び「信州あいさつ運動」の啓発として実施
したもので、通行する方にポケットティシュを配布しました。
いま、最も気になることは、
「新型コロナウイルス感染症」
のことではないでしょうか？ 新型コロナウイルス感染症が
全世界に蔓延し、本県でも感染者が確認されました。安倍首相は
２月２６日「ここ１～２週間が感染拡大防止に極めて重要・・・全国的なスポーツ
や文化イベント等について・・・今後２週間は中止・延期・規模縮小」を要請し、
さらに翌２７日には、「小中学校の休校」についての要請がありました。佐久市では、
首相の要請等諸般の情勢に鑑み、３月２日から春休みに入るまで市内の小中学校を
休校することとなりました。当少年センターにおきましても、感染拡大防止を図る
ため、２月２８日～３月３１日までの間、街頭補導巡回を中止することといたしま
した。また、３月６日に予定しておりました第５回少年センター補導委員協議会理
事会も中止といたしました。一刻も早い新型コロナウイルス感染症の終息を願うば
かりです。
新型コロナウイルス感染症の拡大が収まり、再び皆様と一緒に活動できる日を楽
しみにしております。どうかご自愛ください。
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