
川口市子ども会連絡協議会 理事会会議資料 

日時 令和５年２月１６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３８回彩の国２１世紀郷土かるた川口市大会結果について 

  ※２月５日（日）戸塚西公民館で行いました。参加地区は３地区で、 

   個人戦１２人、個人戦低学年８人でした。 

川口市代表として３月１２日（日）に上尾市で行われる県大会に出場する 

個人は、上位５人で裏面のとおりです。 

ご声援よろしくお願いいたします。 

 

２．第２６回川口市子ども会書道展表彰式等について 

  （１）表彰式出席状況：３９名出席 出席率６５．０％ 

（２）その他：参加賞及び表彰式欠席者分、入選者の賞状・賞品と準入選の賞状

は、本日お渡しします。（準入選者：８名 裏面のとおり） 

なるべく早めに受賞者にお渡し願います。 

 

３．市子連役員の選任について 

  令和５年度及び６年度の２年間、市子連の役員として各種事業にご協力いただけ

る方の選任を各地区会長さんにお願いするものです。次回３月１６日の拡大会議

時に提出をお願いいたします。 

 

４．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１６日（木）の拡大会議時に提出を願います。 

  （４）保険期間：令和５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） 

 



 

５．第４６回青少年まつりについて 

    日 時：令和５年６月４日（日）９時３０分～ 会場：キュポ・ラ広場 

    

 

 

Ⅳ.その他 

 

○第６５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５年３月４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：・功労表彰 

※ 市子連から団体表彰：「並木地区こども会」 

個人表彰：「永瀬正弘 事業部員」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：辻井 いつ子 氏（ピアニスト辻井伸行氏の母） 

演題：「子どもの才能の見つけ方、伸ばし方 

～青少年の健やかな成長を願って～」 

  

○令和５年度「昭和館見学会」について 

  ①日 時：令和５年５月１３日（土）午前８時３０分から午後４時 

  ②会 場：青木町平和公園、昭和館、科学技術館 

  ③申込期限：３月１６日（木）拡大会議時 

※参加希望地区の確認： 

 

 

 

 

Ⅴ．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

◎次回定例会 日 時：令和５年３月１６日（木）午後７時から 

会 場：生涯学習プラザ １階講座室 



第38回彩の国21世紀郷土かるた川口市大会
日時 令和５年２月５日(日)
会場 戸塚西公民館

－ 大会結果 －
【団体戦の部】

対戦無し

【個人戦の部】 【低学年の部】

⑥ ③
上戸塚 上戸塚

⑥ ②
一本木 上戸塚

⑥ ③
差間 上戸塚

⑥ ②
差間 差間

④ ①
三ツ和 上戸塚

⑤ ③
芝中田１・２ 本３

⑤ ③
芝中田１・２ 本１

④ ②
三ツ和 本１

第41回彩の国21世紀郷土かるた県大会

日時 令和５年３月12日(日)

会場 上尾県立武道館

※個人戦の部 １位～５位の選手が出場

長澤　佑橙

第７位 芝南Ａ 藤原　莉緒 第７位 鳩ヶ谷Ｂ 市川　桜彩

第８位 鳩ヶ谷Ｄ 崔　　雅瑛 第８位 鳩ヶ谷Ｃ

大場　寛明

第５位 鳩ヶ谷Ｃ 清見　翔大 第５位 戸塚Ｅ 入江　拓人

第６位 芝南Ｂ 加藤茉由子 第６位 鳩ヶ谷Ａ

布施ひなた

第３位 戸塚Ｃ 鈴木　実梨 第３位 戸塚Ｄ 長澤　侑輝

第４位 戸塚Ｂ 阿部　希香 第４位 戸塚Ｂ

入江　結月

優　勝 戸塚Ａ 髙玉　涼花 優　勝 戸塚Ｃ 波多野惺太

準優勝 戸塚Ｄ 藤波　優衣 準優勝 戸塚Ａ



№ 賞 学年 姓 名 ふりがな 単位№ 子ども会名

1 準入選 3 五十嵐 惺河 いがらし せいが 29_08 坂３

2 〃 5 籾井 美咲 もみい みさき 03_04 飯塚２丁目

3 〃 5 目黒 楓子 めぐろ ふうこ 08_05 東領家１丁目

4 〃 5 森田 紗和子 もりた さわこ 24_12 行衛

5 〃 6 中名 紗理 なかみょう さり 09_06 末広１丁目

6 〃 6 池田 周梧 いけだ しゅうご 09_10 川口シルフィア

7 〃 6 小峰 迅人 こみね はやと 16_03 芝中田1・2町会

8 〃 6 多田 夏羽 おおた なつは 26_01 江戸袋

#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26回川口市子ども会書道展書き初めコンクール (準入選)


