
川口市子ども会連絡協議会 理事会会議資料 

日時 令和４年２月１７日（木）午後７時～ 

会場 生涯学習プラザ １階講座室 

 

Ⅰ.開 会                                   

 

 

 

Ⅱ.挨 拶                  

 

 

 

Ⅲ.議 事                     

１．第２５回川口市子ども会書道展について 

  （１）入賞者への賞状・記念品と準入選（裏面のとおり）の賞状及び参加賞は、 

本日お渡しします。 

（準入選者：２０名） 

なるべくお早めに受賞者へお渡しくださるようお願いいたします。 

 

２．川口市青少年団体指導者賠償責任保険について 

  （１）資  格：子ども会指導者 ※保険料＝無料（青少年対策室負担） 

  （２）提出書類：①被保険者（指導者）の一覧表（様式３） 

  （３）提出期限：次回３月１７日（木）の拡大会議時に提出を願います。 

  （４）保険期間：令和４年４月１日～翌年３月３１日 

（５）注意事項：「障害保険」ではありません。子ども会行事において、「賠償責任」

が発生した場合に適用されます。 

※ただし、役員等がまだ決まっていない場合は、決まり次第提出してください。 

       （随時ＦＡＸ可 ０５０－３７３７－８８１１へ） 

 

３．令和４年度昭和館見学会について 

   （１）日 程：令和４年５月１４日（土） 

   （２）場 所：「青木町平和公園」 

「昭和館」千代田区九段南１－６－１ 

「日本科学未来館」江東区青海２－３－６ 

（３）申込期限：３月１７日（木）拡大会議時まで 

        定員４０名（小学４年生～６年生） 

 

※現在の参加予定を把握いたしたく、参加を検討している地区等は申し出くださ

い。 



 

Ⅳ.その他 

 ○第６４回川口市明るい街づくり運動推進大会について 

  ①日 時：令和４年３月１２日（土）午後２時から４時 

  ②会 場：リリア４階 音楽ホール 

  ③内 容：・青少年保護育成本部表彰 

※ 市子連から団体表彰：「上青木地区こども会連合会」 

個人表彰：「佐久間 英樹 副会長」が受賞されます。 

・「青少年の健全育成に関する作文コンクール」最優秀作文発表 

・記念講演 

講師：スマイリーキクチ 氏（タレント） 

演題：「言葉の責任 ネットの被害者・加害者にならないために」 

   ～命の大切さ、人生の大切さ、あきらめない心～ 

  

※新型コロナウイルス感染状況によっては、中止になる場合があります。 

 

 

Ⅴ．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◎次回定例会 日 時：令和４年３月１７日（木）午後７時から 

会 場：生涯学習プラザ １階講座室 



№ 賞 学年 姓 名 ふりがな 単位№ 子ども会名

1 準入選 3 佐藤 桔平 さとう きっぺい 05_02 北町

2 〃 3 佐藤 愛奈 さとう あいな 07_02 元１中町会

3 〃 3 立澤 結羽 たつざわ ゆう 07_02 元１中町会

4 〃 3 森屋 姫衣 もりや きい 24_10 平沼

5 〃 4 出本 咲稀 いずもと さき 06_01 並木１丁目

6 〃 4 薗田 栞歩 そのだ しほ 07_09 新井町わかあゆ

7 〃 4 青木 大和 あおき やまと 08_04 領家4・5丁目

8 〃 5 松田 芽衣 まつだ めい 07_08 元６なかよし

9 〃 5 池田 楓花 いけだ ふうか 07_09 新井町わかあゆ

10 〃 5 三上 大晴 みかみ だいせい 20_04 根岸第四町会

11 〃 5 五味渕 紗果 ごみぶち さやか 26_01 江戸袋

12 〃 5 井上 想太 いのうえ そうた 27_01 安行慈林

13 〃 5 小谷 璃咲 こたに りさき 29_08 坂３

14 〃 6 出戸 煌 でと あき 06_01 並木１丁目

15 〃 6 三ツ矢 湊仁 みつや みなと 09_06 末広１丁目

16 〃 6 坂下 あゆみ さかした あゆみ 12_03 上青木西北町会

17 〃 6 髙橋 優芽 たかはし ゆめ 17_01 小谷場育成部

18 〃 6 貞光 環奈 さだみつ かんな 24_09 上戸塚

19 〃 6 兼子 華歩 かねこ かほ 26_01 江戸袋

20 〃 6 中島 佳美 なかじま このみ 27_01 安行慈林

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

第25回川口市子ども会書道展書き初めコンクール (準入選)


