平成

27 「親が変われば､子どもも変わる」運動推進事業
年度

家庭の親一人ひとりが改めて自らを振り返り、 子育てについての意識を新たにし、 子どもたちの手本となれるような
活動の実践を促す 「親が変われば、 子どもも変わる」 運動を普及啓発し、 認知度を高めるための推進事業を実施
しました。
実施に当たっては、 応募のあった団体の中から 5 団体を指定して、 それぞれの団体は、 地域で多くの団体 ・ グル
ープ、 行政機関、 地域の大人たちと連携、 協働して事業に取り組みました。

日立市

感動を力に変えるマジック
特定非営利活動法人 ひたち親子の広場

＜事業のねらい＞
親が子どもに深く感動する
機会を与えることの大切さを
学ぶとともに、 感動を共有す
る実践の場として、 生の舞台
を親子で鑑賞する。
また、 事業を通じて知り合った親子の交流を深め、
広げる機会とする。

北茨城市

みんなとワクワクたのしいね！！
北茨城市更生保護女性会

＜事業のねらい＞
私たちが生きていく上で
大切な 「食べること」 から、
食育を通して幼児から高齢者
を巻き込んだ三世代交流の
楽しさをアピールする。
＜事業の内容＞
○親子食育教室 ８月４日 （火）

つくば市

参加者４６人

親子で家にあるもの使ってサバイバル
特定非営利活動法人 華の幹

＜事業のねらい＞
震災など、 いざという時、
親子で危機を乗り越える技
を身につける。
＜事業の内容＞
○親子で家にあるもの使って
サバイバル
日 程
９月２２日 （火 ・ 祝）
参加者
小学生と保護者 ２０組３９人

＜事業の内容＞
○第 1 回 「永野むつみさんのおはなしとワークショップ」
「今こそ芸術の力を子育てに」 というテーマの講演会を聞き、
親が子どもの活動を見守る実践の場として 「誰も見たことのない
いきものをつくろう」 というワークショップを行った。
○第 2 回 人形劇 「かえるくん、 かえるくん」 鑑賞
生の舞台の醍醐味を満喫し、 親子で感動を共有した素晴ら
しい体験だった。
○第 3 回 事後交流会 「子育てトーク」
事業に参加した感想や日頃の子育ての悩みなど活発に意見
交換した。 青少年育成協会の中川副会長のお話も共感できた。

紙芝居で食べることの大切さを説明した後、 参加した親子
がマイ包丁を手に手際よくおにぎりや焼きそばを料理した。
作った料理を親子で一緒に食べたことで、 普段よりおいしい
という感想があった。
○三世代交流石岡小まつり １０月３１日 （土） 参加者約３００人
米づくり体験発表、 脱穀体験、 物づくり体験など、 地域の方
と一緒に体験した。
○親子サツマイモ掘り ・ 食育講演会 １０月３１日 （土） 参加者約１５０人
幼稚園児のサツマイモ掘り体験、 保護者に向けた食育講演
会を開催。 サツマイモチップやおにぎりなどをみんなで一緒に
食べ、 家族での食事の大切さなどを実感した。

１）
２）
３）
４）
５）

災害が起こったらどうする － 親子で確認し共有する
ケガしたらどうする － 簡単な応急措置などを学ぶ
家にあるもので食事つくり － 簡単ランプ作り ・ 火おこしなど
ロープを縛ってみよう － 緊急時に役立つロープワークを身につける
ありがとうの片付け － 片付けの基本を身につける

県立筑波高等学校と連携し、 生徒に企画から関わってもらい、
当日の進行などにも協力してもらった。
募集チラシに 「親が変われば、 子どもも変わる」 運動の案内
を記載、 また当日のオリエンテーションでも紹介した。
災害が起こった場合に備え、 避難場所の確認、 応急措置や
ロープワークを学び、 親子で日常に役立つ技を身につけた。
--

常陸大宮市
筑西市

わたしが輝くおもてなし講座
いばらきハッピー応援隊

＜事業のねらい＞
親 ・ 祖父母が自分磨きを
して輝くことで子育てが楽しく
なり、 安心して子育て ・ 孫育
てができることを支援する。
＜事業の内容＞
当初、 常陸大宮市と常総市で実施を予定していたが、
災害があったため急遽、 筑西市に変更して実施した。
子育てに不安を感じている母親を中心に、 ストレスの
解消法や読み聞かせ講座などを通じて、 同じ悩みを持つ

阿見町

里山プレーパークをつくろう in 阿見
親子自然体験クラブ 森のきのこ

＜事業のねらい＞
自然の中で、 親子で様々な
体験を通して、 家族 ・ 地域へ
の思いやりを育む。
＜事業の内容＞
ワッカクル里山の森の中に
ロープを使ったハンモックやブランコなど、 子どもたちが
自然の中で遊べる手作り遊具等を設置。 自分の責任で
自由に遊ぶ場所 「プレーパーク」 を開催した。

母親同士の交流が図られ、 また自分が変わることで子どもが
すくすく育つ環境につながることを実感してもらった。
＜講座＞
・ 紅茶の楽しみ方と上手なおもてなし
・ 色の不思議を体験
・ 読み聞かせと絵本の選び方
・ 子育て ・ 孫育て ・ 自分育て
・ 聞かせて ! みんなの子育て
・ 子育てを上手に楽しもう
・ 料理のおもてなし
・ 子供たちが渡されてきたもの ・ 子供たちに渡したいもの
・ どんなとき輝いていますか？

①
②
③

９/１２ 段ボール工作、 焼きそば作り、 手作り遊具
１０/３１ 木の実で工作、 焼き芋作り、 手作り遊具
１２/12 木の実で工作、 焼きマシュマロ作り、 手作り遊具

④
⑤

１/31 段ボール工作、 豚汁作り、 手作り遊具
2/28 ベンチ作り、 木工、 お汁粉作り、 手作り遊具

プレーパークに参加することによって、 身近な自然 （地域）、
またその中での遊びに関心を高めてもらうことができた。
森の中という普段とは異なった環境の中で、 親子間でも
新しい一面が見られた。

ながらスマホ０県民運動

「親が変われば､子どもも変わる」 運動
啓発用リーフレット

スマートフォンの普及に伴い、 テレビを見ながら、 食事
をしながら、 歩きながら、 様々な場面において何かしながら
スマートフォンを操作する 「ながらスマホ」 が増えています。
「ながらスマホ」 は、 周囲への迷惑だけでなく、 大きな
事故を引き起こしてしまうこともあります。
スマートフォンの利用マナーについては親 ・ 大人が身を
もって模範を示すことが大切です。
まずは、 家族との時間はスマホの使用を控え、 積極的
に親子の会話をしましょう。

茨城県青少年育成協会は、 青少年の心を育てるキャン
ペーンとして、 親が改めて自らの日常生活のあり方を
振り返り、 姿勢を正していくことを願い、｢親が変われば、
子どもも変わる｣ 運動を推進しています。
この運動を、 より身近なものとするため、 青少年育成
市町村民会議などとともに全県的な県民運動として展開
しています。

--

