青少年〜

青少年育成青森県民会議とは？
青
青少年育成青森県民会議では、県民すべての願いである
年育 青森
議

いることなく心身ともに健やかに成長するためには、

青少年の心身ともに健やかな成長を実現するため、国や県

るなどして積極的に関わっていくことが必要です。

が行う施策に呼応して、市町村や青少年育成関係団体等の
ご支援とご協力を得ながら、
以下の重点目標を掲げ、青少年
育成県民運動を推進しています。

大人が変われば子どもも変わる
「子どもは、社会を映す鏡」です。
子どもは、大人の姿を見て育ちます。
まず、大人が自分自身を振り返り、子どもたちの
モデルとしてはずかしくないように行動したいものです。
子どもたちと向き
合うときの真剣さや、
子どもたちをいつも

●健全な家庭づくり運動を進めよう

すべての青少年の健やかな成長を願って

青い樹
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11月は「子ども・若者育成支援強調月間」

●人と人とのつながり、命を大切にする心を育てよう
●青少年の自立と社会参加活動を進めよう
●青少年の非行防止とよい環境づくりを進めよう
●県民運動推進体制を整備しよう
主な
事業

少年の主張大会
青少年育成研究大会
健全育成キャンペーン

家庭の日の普及・啓発
啓発誌「青い樹」発行

見守り、
その頑張りを
認めてあげる温かい
まなざしは、子ども
たちにもしっかりと
伝わります。

毎月第3日曜日は『家庭の日』
忙 し い 毎 日 の 中 で、子 ど も と 向 か い 合 う 時 間 が

会員を募集しています

どれくらいありますか。
子どもが思っていることや将来の夢など、子どもの
ことを知るというのは、とても大切なことです。
「家 庭 の 日」は、
一日ゆっくりと
家族の時間を過ごし、
一緒に食卓を囲んで、
いろいろな話を
してみませんか。

県民会議は、皆様から寄せられた温かなご支援によって支え
られています。
加入の申し込みは随時受け付けておりますので、次代を担う
青少年の健やかな成長を実現するという趣旨にご賛同・ご協力
いただける方は、事務局までご連絡ください。
正 会 員 県民会議の目的に賛同・ご協力いただける団体・個人
団体 年会費 6,000円
個人 年会費 3,000円
特別会員 趣旨に賛同・ご支援いただける団体・個人
年会費 10,000円以上
よろしく
平成24年10月現在の会員数
お願いします

正会員
特別会員

個人404 団体134
個人 10 団体 64

2012

平成24年度「家庭の日」作品募集
図画・ポスターの部 最優秀賞

むつ市立大畑小学校

4年

山田

林華子

青少年育成青森県民会議
〒030‑8570 青森市長島1‑1‑1
青森県環境生活部 青少年・男女共同参画課内
TEL：017‑734‑9224 FAX：017‑734‑8050

青少年育成青森県民会議

検索

〜伸びよう 伸ばそう
次代を担う青少年が、
豊かな個性と能力を培い、
非行におち
日頃から子どもたちを温かく見守り、励まし、時には注意す

育てよう

子どもの豊かな心

お子さんのこと
どれくらい知っていますか

青森県では、青少年の健全な育成を図るうえで、内容
が優れた書籍や映画など有益であると認められるもの
を推奨しています。

子どもを様々なトラブルから守るために、
「子ども
の今」を知ることはとても大切なことです。
子どもとの毎日の会話を大切にすることで、子ども
のことをより理解でき、信頼関係も強くなるはずです。

平成24年度推奨書籍

子どもの社会性を育てよう

明日に架ける愛

中学校から

日中両国のファッション業界を背景に、
主人公が中国人男性との国境を越えた恋を
とおして、
「命の繋がり・家族の絆」に気付
きながら成長する姿を描いた作品です。
自然と郷土を愛する心、命や人とのつな
がりを大切にしようという気持ちが育まれ
る一冊です。

核家族化や少子化が進み、子どもたちがいろいろな世代
の人と関わる機会が減っています。
様々な年齢や立場の人たちの考え方を、自分のものと
同じように尊重できるよう、地域で行われる催しなどに
積極的に参画させるなど、

当てはまるところに□チェックしてみましょう
子どものいちばん仲の良い友達の名前を知っている
子どもの将来の夢について知っている
子どもの苦手なものを知っている
子どもと一緒に食事をしている

■脚本：香月 秀之
■ノベライズ：竹内 夕紀
■価格 1,050円
（税込み）

いろいろな世代の人との

学校での出来事などについて語りあっている
家族同士であいさつを交わしている

交 流 の 機 会 を 増 や し、

かめのみるゆめ

社会との関わりを体験
させ、子どもの社会性

家族間で約束事があり、
子どもの役割も決まっている

小学校中学年から

夢を作る職人でありながら自分では夢を見
たことがない老人と、その老人に夢を見せて
あげたいと思う1匹のカメが、お互いに相手
のことを思いやって、ハッピーエンドへとつ
ながる絵本となっています。
思いやり、勇気、忍耐、いろいろなことに
気づく一冊です。

を育てましょう。

地域の子どもは
地域で守り育てよう

７個

■著者／三浦 景子
■株式会社日本文学館
■価格 840円
（税込み）

お子さんとの関係は良好です
これからも家庭が居心地のよい場所であるよう
心がけましょう

４〜
６個

もう少し積極的にお子さんに関わりましょう

３個
以下

お子さんとの会話を心がけてください

共有する時間をもっとつくり、お子さんの話に
耳を傾けましょう
積極的に声かけをして、会話の機会を作るよう
心がけ、心の交流を図りましょう

日ごろから、地域の子どもたちを見守り、励まし、時に
は注意しながら、地域みんなで育てていきましょう。
先入観をもたずに子どもの話をよく聞き、子どもの立場
にたって、いろいろな選択肢を与える形でアドバイスしま
また、地域の大人との

青森県総合社会教育センター

毎日10：00〜16：00 ※祝日、年末年始を除く

「ふれあいテレホン」

注意する
県教育庁学校教育課

様 々 な 体 験 を 通 し て、

「いじめ相談電話24」

子どもたち自身が地域の
子ども人権110番

よう、いろいろなことに

不登校

☎017−734−9188

A 0120−007−110
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※執務時間のみ

「ヤングテレホンコーナー」 A 0120−58−7867

自主性を伸ばしていきま

ヤングメールアドレス

励ます

youngmail-587867＠extra.ocn.ne.jp

24時間 ☎017−735−9110【プッシュホン ＃9110】

青森県総合学校教育センター

「一般教育相談」

電話相談 8：30〜17：00※
面接相談 9：00〜17：00※

☎017−728−5575

※月〜日、年中。祝日等も対応。

8：30〜17：00

青森県警察本部

参画させ、子どもたちの

24時間

8：30〜17：15※

青森地方法務局

担い手であると自覚できる

しょう。

☎017−739−0101

〈メール相談〉携帯電話からは http://kosodate-a.net/i
パソコンからは http://kosodate-a.net

しょう。
見守る

ひとりで悩まず、相談してみませんか？

児童相談所

8：30〜17：15※

中央児童相談所
弘前児童相談所
八戸児童相談所
五所川原児童相談所
七戸児童相談所
むつ児童相談所

☎017−781−9744
☎0172−32−5458
☎0178−27−2271
☎0173−38−1555
☎0176−60−8086
☎0175−23−5975

※土日、祝日、年末年始を除く

