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富士宮市青少年育成センターは、青少年補導活動と多様な問題や悩みを抱える青少年に関する
相談業務を推進し、青少年の健全育成や不安解消のために、日々活動しています。今回は「子育
てコラム」「相談センターでの活動」に加え、「万引き非行防止標語・ポスターコンクール」で受
賞された児童生徒の皆さんの作品を紹介します。ぜひ、犯罪の入口の１つとされる「万引き」に
ついて、親子で話し合う機会に役立てていただければ幸いです。
子育てコラム

大人が伝えるべきこと
今、できることを

第５６回

か んさ い

今年の冬、「Go to トラベル」を利用して関西に行く予定でした。
た か ら づか

け んさ く

リニューアルオープンした宝塚ホテル。 ← 検索してくださいね。
す て き

り ょこ う

とても素敵なホテルです。仕事半分、旅行気分半分。
し んぱ い

コロナが心配だけれど、きちんと気をつければ大丈夫よね。
か んせ んか くだ い

て い ど よ そ く

ば くはつ てき

ところが ここにきての感染拡大。ある程度予測していたとはいえ、爆発的な数。
りょう

す

後々の仕事のことも考え、キャンセル料 20％のうちに、泣く泣く手続きを済ま
せました。
りょう

て い ど

でも、ほら、Go to で安くなっているし、キャンセル料 も 2000 円程度のはず。
ご

・・・5000 円超えでした。
ね だ ん

キャンセルの場合は Go to 前の値段から計算するそうです。
知らなかったよ・・・そんなこと・・・
それから３日後。
りょう

ほ しょ う

な が

TV から「Go to トラベル見直し。キャンセル料 は国が補償」のニュースが流れ
ました。
は ら

ひ さび さ

へ こ

えーー？えーーー？私、払っちゃったよ！？ 久々に凹みました。
でも、お金よりも大切なものがあるものね。
み

す

きちんと、今を見据えた生活をしようと思います。
さ いぜん せん

はたら

み なさ ま

か んし ゃ

最前線で働 いてくれている皆様に本当に感謝します。
さ べ つ

ぜ った い

「コロナ差別」は、絶対にあってはいけません。
今、何をすべきか・・・もう一度考える時にきているのかもしれませんね。
コラムニスト 静岡県子育てアドバイザー 小林 恵理
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「令和２年度富士宮市万引き非行防止標語・ポスターコンクール」受賞作品
今年度も、市内小中高等学校からたくさんの応募をいただきました。作品を応募
された児童生徒の皆さん、ありがとうございました。
このコンクールは、児童生徒が標語やポスターを作成しながら「万引き行為」に
ついて考え、
「万引きは絶対にしてはいけない」というメッセージを広く社会に発信
することを目的にしています。受賞作品を御覧いただき、ぜひ、
「万引き行為」につ
いて考えてみてください。
また、今後受賞作品は、実際のポスターとなって店舗等へ配布し、万引き防止の啓発に活
用させていただきます。
【標語の部】
〔小学校低学年部門〕
最優秀賞 万引きは 子どももおとなも つみ同じ
北山小学校 ３年 渡井 凛人
優秀賞
とっちゃダメ 自分でならそう こころのサイレン 黒田小学校 ２年 保竹 李都
優秀賞
とらないで 君のみらいを 守るため
富丘小学校 ３年 稲葉 陽菜乃
〔小学校高学年部門〕
最優秀賞 万引きは ごめんですむほど あまくない
大富士小学校５年 佐野 貴慶
優秀賞
万引きを する手じゃないよ 君の手は
上野小学校 ６年 森田 晄伊
優秀賞
とったのは ものではなくて せおうつみ
芝富小学校 ５年 佐野 いろは
〔中学校部門〕
最優秀賞 その一つ 人生変える 別れ道
富士根南中学校
１年 門 天音
優秀賞
隠すより 買って出ようよ 堂々と
富士宮第一中学校 ３年 後藤 那月
優秀賞
「少しだけ」 「たった１つ」も 罪は罪
富士宮第三中学校 ２年 秋山 凜香
〔高等学校部門〕
最優秀賞 万引きは 失う信頼 増える罪
富岳館高等学校
１年 小関 禮大
優秀賞
万引き犯 一生背負う 覚悟ある？
富士宮北高等学校 ３年 星野 はな
優秀賞
一つ盗る 一生残る 罪悪感
富士宮北高等学校 ３年 望月 麻由

〔小学校低学年部門〕

【ポスターの部】
最優秀賞

優秀賞

東小学校 ３年
稲葉 尊
東小学校 ３年
佐野 七菜

優秀賞

黒田小学校 ３年
瀧 柑奈

今年度、高等学校部門はデジタル作品を可としまし
た。受賞した３名はいずれも、アプリ（スマートフォン）
を利用して作成したそうです！！

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

〔小学校高学年部門〕
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富士見小学校 ４年
芹澤 夢香

黒田小学校 ５年
塩川 蓮

上野小学校 ５年
佐野 志帆

優秀賞

優秀賞

富士宮第一中学校 ３年
岡崎 莉奈

富士根南中学校 ３年
田上 真愛

西富士中学校 ２年
渡邉 良彦

優秀賞

優秀賞

〔中学校部門〕

最優秀賞

最優秀賞
〔高等学校部門〕
富士宮高等専修学校 ３年
塩川 凜々子

富士宮高等専修学校 ２年
小早川 凜

富士宮高等専修学校 １年
遠藤 葵

市内にある店舗からこんな声を聞きました！ ～至急マナーの改善を！～
・集団で店内を走り周ったり大声で騒いだりする。 ・暗くなってから子どもだけで来店する。
・商品を雑に扱う。商品が壊れていること、包装が破れていることがある。
・手に取った商品を、正しく元の場所に戻さない。 ・支払いの時、お金を投げるようにする。
・駐車場に食べたごみを置いていく。ちらかす。
※店舗の人は心を痛めています。
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第２回

青少年相談センターってどんなところなの？

今回は、センターにある適応指導教室について紹介します。
適応指導教室ってどんなところ？

こんな成長の姿があります！

小中学校に行けずに、不登校もしくは不登校傾向に

Ａ君（中２男子）は、小学６年生の時、

ある児童生徒に自立支援と登校支援を行う教室です。

家庭の事情で登校を渋るようになり、その

個々に合った活動をとおして、基本的生活習慣や学

後、不登校の状態が続いていました。中学
２年生の６月から、家庭児童相談室の紹介

習意欲を育んでいきます。
11 月末に、30 名の児童生徒が通っています。

でセンターに徒歩で通っていますが、勉強

少人数での学習指導のほか、ホースセラピーや畑で

がおもしろくなり、２学期の定期テストを

の栽培活動など、個にあわせたスタイルで学習を進め

学校で受けることができました。現在、学

ています。

校復帰を目指して、毎日の学習に意欲的に

９時から 14 時まで、５時間の日課が組まれています

取り組んでいます。
（川上明彦センター長）

が、こちらも個に合わせたスタイルで柔軟に対応して
います。

適応指導教室に通う児童生徒（年度末）

また、適応指導教室への登校は、学校への出席日数
として認められています。

小学生

中学生

平成28年

5

24

平成29年

4

14

平成30年

3

15

令和元年

7

28

11

19

令和2年（11月）

富士宮市青少年相談センターは、悩みや不安をかかえる青少年（小学生～39 歳）や、子ど
ものことで心配ごとをお持ちの保護者または関係者の相談に応じています。
★小さな悩みでも気軽に相談してください。
★相談の秘密は厳守します。
★相談は無料です。
電話相談・面接相談予約
☎２２－００６４

いじめ 110 番・子ども・若者支援
☎２２－１２５２

〒418-0072
富士宮市矢立町 693 富士宮市医師会館内（富士宮バイパス東阿幸地交差点南西付近）
℡：
（0544）22-0064 FAX：
（0544）24-1065 E-mail：e-sodan@city.fujinomiya.lg.jp
相 談 日

月曜日～金曜日（祝祭日は休み）

相談時間

午前９時～午後４時３０分

第２・４水曜は午後８時まで開設しています。

★☆★編集後記☆★☆ 今年度の「万引き非行防止標語・ポスターコンクール」の参加者は 5,670 人でした。
その内訳として、標語の部は 5,472 人。ポスターの部は 198 人でした。たくさんの児童生徒の御参加をい
ただき、ありがとうございました。ここ数年、万引き件数は減少傾向にありますが、０ではありません。万
引きに手を染めてしまう理由は発達段階で異なりますし、心理面も大いに影響をします。ぜひ、お子様の心
に寄り添って考えてみてください。次号は、
「スマホ」や「ゲーム」などを取り上げます。ぜひ、御家庭の
ルールや約束などを見直すきっかけにしていただければ幸いです。
文責：社会教育課 山村明由
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