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府こ連２０２０第４９号 

２０２０年１０月３０日 

市町こ連行政ご担当者 様 

一般財団法人大阪府こども会育成連合会 

理 事 長  石 橋 寿 惠 夫 

＜公印省略＞ 

 

 

今年度こども会活動についてのアンケート回収結果について（ご報告） 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、府こ連２０２０第３９号（２０２０年８月１９日付）にて送信いたしました今年度

こども会活動についてのアンケートの回収（9/30〆）が終わり、回答結果をまとめました。 

皆様から多数のご回答をいただきまして誠に有難うございました。 

 各地域での活動紹介が今後の活動再開や活動方針等に少しでも参考になりましたら幸い

でございます。 

敬具 

記 

 

ご回答を頂いた市町こ連：高槻市、茨木市、摂津市、豊能町、枚方市、大東市、 

交野市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、 

              富田林市、河内長野市、堺市、和泉市、泉大津市、高石市、

忠岡町、阪南市、岬町、熊取町、田尻町 

                               （計２３市町こ連） 

 ご回答を頂いた市町こ連・校区・単位こども会の総数 

               北摂エリア（三島・豊能ブロック）：１５２団体 

             河内エリア（北・中・南河内ブロック）：１９２団体 

               泉州エリア（泉北・泉南ブロック）：２１９団体 

                                （計５６３団体） 

 

以上 

次ページ以降でその活動内容をご紹介いたします。 

（紙面の関係で類似した行事名・文脈・文言等はひと括りや一部省略等の編集をしており

ますので、悪しからずご了承願います） 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人大阪府こども会育成連合会 

事務局長：八木 誠 

大阪市浪速区幸町２丁目７番３号 

りそな・アルテ桜川ビル２階 

電話 06-6561-0051 FAX06-6561-0053 
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◎北摂エリア（三島・豊能ブロック）のご回答 

 

設問１ 今年度実施したこども会行事  ≪何らかの活動を実施した団体数 64 団体/152 団体中≫ 

【行事名】  

毎月）・４～７月）・６～７月）・４～９月）・６～８月）・６～９月）＊廃品回収（多数の団体が実施） 

４月）＊花まつり（例年屋内だが今年は屋外）  ＊歓送迎会 

５月）＊登山  ＊文化展作品製作 

６月）＊映画鑑賞  ＊新入生歓迎会（公園使用）  ＊通常練習再開  ＊卒業生に贈る色紙作り 

＊キックベースボール  ＊ソフトボール  ＊近所の清掃活動（月一）  ＊新入生歓迎会 

＊親睦会  ＊卒団式  ＊公園清掃 

７月）＊墓地清掃  ＊水鉄砲大会（２チーム屋内、２チーム屋外）  ＊新会員歓迎イベント  

＊七夕まつり（自治会主催）  ＊新入生歓迎会＆お楽しみ会  ＊歓迎会  ＊陶芸教室 

＊顔合わせ親睦会  ＊DIY、昼食会  ＊公園清掃 

８月）＊ラジオ体操（多数）  ＊摂津リーグオープン戦  ＊練習  ＊練習試合  ＊グラウンド清掃 

＊ドッジボール大会  ＊会費還元のためお菓子と図書券を配布  ＊新入生歓迎会  ＊水あそび 

   ＊摂津リーグ主催練習試合  ＊グラウンド草刈り  ＊地蔵盆  ＊近所の清掃活動（月一） 

   ＊親睦会（ラジオ体操とドッジボール）  ＊青少年野外活動センターでのデイキャンプ  ＊映画会 

＊百人一首の練習  ＊花火大会  ＊夏のお楽しみ会  ＊ボーリング＆花火  ＊ビンゴ大会 

９月）＊敬老の日にこども会から老人会へメッセージカード贈呈  ＊公園そうじ  ＊ダブルダッチ 

   ＊１DAY キャンプ（日帰り） 

時期不詳）＊キックベースボール・ソフトボールの練習 

※今後実施予定） １１月：みかん狩り  １２月：クリスマス会  ３月：進級・卒業祝い 

 

設問２ 新型コロナウイルス感染症防止対策実施事例やこれから再開する場合の留意点 

【対策例】  

＊ソーシャルディスタンスの確保（座席間隔を空ける）  ＊時間の短縮  ＊屋外（野外）での活動（企画） 

＊マスクの着用  ＊自宅で検温  ＊活動前の検温  ＊受付時の検温  ＊３密を避ける 

＊体調確認（体調不良は休む）  ＊保護者の判断で親子参加を可とした  ＊消毒液（薬）の設置 

＊軍手（手袋）着用  ＊応援可能人数の制限  ＊各家庭の事情に沿って参加判断する 

＊集合場所までのマスク着用  ＊体育館の扉をすべて全開  ＊学年別の人数制限  ＊２方向の換気 

＊会場の換気（窓・扉の開放）  ＊大型扇風機での換気  ＊扇風機３台で競技中換気 

＊手指のアルコール消毒  ＊使用した道具・備品類の殺菌消毒  ＊ウエスは回収しない（廃品回収） 

＊廃品を各家庭へ訪問回収していたがステーション回収に変え大人が見回りする 

＊行事終了後ドアノブ・トイレ・ボール等のアルコール消毒を実施  ＊出欠確認を廃止（自由参加） 

＊メッセージカードを集合せず各戸別に配布  ＊試合日程や時間帯を分け密も避ける 

＊練習前・中・後による手指の消毒（手洗いの徹底）  ＊引率する大人の人数を制限し体育館で実施 

＊事前に不安のある方には参加して頂かなくて良い旨通知した   ＊バットやボールの消毒 

＊密にならない様に公園でプレゼントのお渡しのみ（歓送迎会）  ＊連絡事項は集合せずメール 

＊案内を出す際にコロナ対策について説明した  ＊密にならないよう小グループでの活動 

＊ボーリング大会（新入生歓迎会）で１レーン２～３名までにしてもらった  ＊役員のみ参加 

＊マスクを外している時は２ｍ間隔を空ける  ＊子供たちを３グループに分けて短時間練習 

＊各自での体調管理や感染予防対策のお願い  ＊開始時にも集まらず終了後は速やかに解散 
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＊家族の任意でありかつ家族が健康であることが参加条件  ＊同意書の作成（自己責任で参加） 

＊七夕まつりの折り紙は配布し飾りは各家庭で作り、笹への飾り付けは午前・午後に分けた 

＊子供たちが触れ合わないようなゲーム内容で実施  ＊集会所の２階も借りてスペース確保 

＊景品は役員が配布しその間子供たちは間隔を空けて整列する  ＊対面にならない配置で練習 

＊例年の集会所でのゲームの中止、入室退室の際に手指消毒の徹底  ＊配る飲み物を個包装に変更 

＊ゲームを無しにして自己紹介とプレゼントを渡すだけにした（新入生歓迎会）  ＊他の人と接触しない 

＊飲食は各個人で行いシェアしない  ＊各家庭にキットを配り各自製作する（文化展作品製作） 

＊映画館へ行かず近所の集会所で開催（映画会）  ＊非接触を心がける（鬼ごっこでタオルを使うなど） 

【留意点】  

＊３密を避ける  ＊参加者が安心して活動できる情報提供  ＊屋外で出来る行事の検討  ＊うがい 

＊常にマスクの着用  ＊アルコール消毒  ＊屋外で行う  ＊密にならない配慮  ＊飲食はしない 

＊咳エチケットと手指消毒  ＊道具類の消毒  ＊密にならないよう屋外にて短時間で実施 

＊参加者の体調確認  ＊３密を防ぐよう人員を配置する  ＊大声での応援をしない  ＊予防の心掛け 

＊ソーシャルディスタンス  ＊検査・ソーシャルディスタンスを保つ  ＊各自の自由意志により参加する 

＊常に地域の感染状況がどのような状況であるかを把握しておく  ＊人との距離を保つ 

＊感染症対策が取れるかどうか確認（子供人数よりも大人人数が多くなるように）  ＊除菌・換気・検温 

＊広いスペースで行う活動か屋外で行う活動にする  ＊手洗い消毒などをこまめに行う  ＊人数制限 

＊消毒液の設置  ＊参加者にアルコール消毒液を持参してもらう  ＊会場の換気徹底 

＊人がたくさん集まり過ぎない場所を考える  ＊体調が悪い方は参加しないように周知徹底  

＊コロナウイルスのワクチンを投与しているか   ＊継続的な換気   ＊人数を調整して密を避ける 

＊３密ルールを守る工夫として各こども会にて登校班で分けるなどの対応予定  ＊机と椅子の消毒 

＊感染者が増加傾向ではない時に実施  ＊長時間室内で活動しないように配慮  ＊咳エチケット 

＊コロナ対策をした上で出来るだけ多くのこども会会員が参加できそうな活動をする 

＊感染予防対策をしても個人差があり全てを満足に出来ないので主催側は活動しにくいと考える 

＊３密を意識した場所や内容の決定  ＊地域行事が中止されている時期であるかどうか 

＊コロナやインフルエンザ等の流行状況に応じて判断する  ＊換気ができる場所で実施 

＊食べる行為は無しとする（例年内容とは変える） ＊屋内での活動は避ける  ＊３密を避けられる場所 

＊大阪府内・茨木市内の感染状況に留意する  ＊こども会行事の参加人数に留意する 

＊マスク着用時の熱中症等に気を付ける  ＊各家庭に手作りキットを渡し作品を作ってもらう予定 

 

設問３ 他の地域や団体で実施している活動で、自こども会活動再開にヒントとなるような取り組み 

【取組例】  

＊ドッヂビーの練習再開   ＊卒団式   ＊密にならないよう人数制限   ＊窓の解放 

＊小学校区で校こ連３５周年企画を実施予定（１０月上旬～下旬に各こども会にて仮装・手作り部門として

募集、ハロウィーンにちなんだコンテストを開催し、審査員として自治会や先生のご協力をいただく地域

交流をめざしている）〈茨木市〉    ＊練習や試合ごとに参加人数の把握 

＊新入生歓迎会などを屋外で行う（お菓子やプレゼントの配布のみ） 

＊万一の濃厚接触に備えて「参加者リスト」の提出と保管  ＊行事が中止になった代わりに図書券を配る 

＊ハロウィーン・コスプレ・スタンプラリーを計画中（校こ連）   ＊陶芸など個人で取り組める活動 

＊より安全を重視するため各家庭で作品を作る   ＊１０名以下になる様２つのグループに分ける 

＊会場収容人数の半分程度の人数で換気を徹底し間隔を空けて作品作りを行う 
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設問４ 自分の地域でこどもが楽しく参加している行事 

【行事名】  

４月）＊万博記念公園の無料開放日（夏祭り、イバフェス）〈茨木市〉 

５月）＊SL まつり（小学校区内の SL 公園で地域の方を中心に幼児～小学生向けに露店を建て、ゲームや 

     軽食を楽しむ）〈茨木市〉⇒今年度は８月に実施 

＊阿為神社祭り（ポスター作成、依頼を受けた男子がお神輿に乗り太鼓を叩く）〈茨木市〉 

⇒今年度中止 

６月・３月）＊レク・お別れ会（レクは遠足みたいな感じ）〈摂津市〉 

６月） ＊キンボール大会「直径１２２㎝約１㎏の巨大で軽いアドバルーンのようなボールを使う室内競技」 

（学校内で参加者を募り経験者・未経験者混合でチームを作り試合をする。 キンボールを知って

もらう良い機会になっている）〈摂津市〉 

７月）＊ふるさと祭り（学校にて各こども会や青健協団体などが出店をしたりダンス・吹奏楽・太鼓など地域

団体の発表がある）（くじ引き・おもちゃ屋・スーパーボールすくい等々）〈茨木市〉⇒今年度中止 

   ＊小川町まつり（茨木神社の祭りの日に合わせてテントを建て、綿菓子・スーパーボールすくい等を 

する）〈茨木市〉 

８月）＊夏まつりの夜店手伝い〈摂津市〉⇒今年度中止 

＊ふるさと祭り（PTA や自治会などでお店を出し、地域の子供たちの演技発表や盆踊りを兼ねた夏祭

り）〈茨木市〉 

９月）＊町主催のこども落語公演会への参加（落語鑑賞）〈豊能町〉 

＊ふるさとまつり（小学校で各地区の出店やカラオケ・吹奏楽部の発表など）〈摂津市〉⇒今年度中止 

＊安威川ふれあいウォーク（スタンプラリーをしながら小学校～寺～小学校に戻りお昼ご飯にカレーを

食べる）〈茨木市〉 

＊キャンプ（銭原キャンプ場にてキャンプカウンセラーさん達と遊ぶ）〈茨木市〉 

１０月）＊ハロウィーンパレード（各自好きな仮装をし、参加のご家庭をまわり「トリックオア トリート」と言って

お菓子をもらいながら町内を練り歩く行事）〈摂津市〉 ＝ ハロウィーンイベント 

＊東小校区の地区運動会（地区の自治会ごとに色々な競技を行い、順位を競う）〈摂津市〉 

＊地区運動会（毎年町内対抗でとても盛り上がり、普段会うことが少ない方々とも交流ができ、町内

同士で子供たちはお菓子の交換も楽しんでいる。大人と子供が一日楽しく過ごせる。）〈茨木市〉 

＊地蔵盆（こども会・自治会で集まり、お寺さんの読経・お話を聞いた後、ビンゴゲームをし、お菓子

やジュースを配る）〈茨木市〉 

＊春日丘八幡宮秋祭り（子供たちが参加して太鼓・お囃子をし、お神輿を子供たちが引いて町内を

歩く）⇒今年度中止〈茨木市〉 

１１月）＊お楽しみ会（６年生が最後に行きたい所へこども会で遊びに行く）〈摂津市〉 

    ＊PTA 主催の校区ウォークラリー（校区の決められた順路をチームで歩きスタンプを集め、ゴールの 

     小学校へ戻ったらゲームや豚汁＆おにぎりで昼食、お土産ももらえる）〈茨木市〉⇒今年度中止 

＊ポイントゲットラリー（校区内の公園を中心にグループで各コーナーを巡るラリー式のゲーム） 

〈茨木市〉 

１２月）＊お餅つき大会（自治会中心に行い、子供たちも杵つきを体験する）〈摂津市〉⇒今年度中止 

１月～２月）＊防災訓練と餅つき（コロナ関連が落ち着けば実施予定）〈茨木市〉 

３月）＊春の歓送迎会（新１年生も迎え、映画やボウリングなどに出かけて親交を深める。卒業する６年生に 

     感謝の気持ちを伝える）〈茨木市〉 

時期不詳）＊コミュニティセンター主催のおまつり〈高槻市〉⇒今年度中止 
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◎河内エリア（北河内・中河内・南河内ブロック）のご回答 

 

設問１ 今年度実施したこども会行事  ≪何らかの活動を実施した団体数 59 団体/192 団体中≫ 

【行事名】  

毎月、その他）＊廃品回収（多数の団体が実施）  ＊古紙回収のチラシ配布 

４月）＊バドミントン、ドッジボール運動 

５月）＊子供会新聞作り  ＊新入生歓迎会 

６月）＊町内そうじ（３月・６月）  ＊お菓子配り  ＊新入生歓迎会  ＊復興米田植え 

   ＊大県町内オリエンテーリング  ＊新入生お顔合わせ会  ＊ぶどう狩り 

７月）＊夏レクリェーション  ＊おまかせキャンプ  ＊壁新聞講習  ＊救急救命講習  ＊歓迎会 

   ＊七夕の飾りのみ  ＊ラジオ体操  ＊水遊び大会  ＊クリーンキャンペーン（公園・通学路掃除等） 

＊プレゼント配布（自宅で遊べるもの、花火、商品券）  ＊花火  ＊ビンゴ大会  ＊夏祭り 

＊夏レク  ＊夏のレクリェーション（マス釣り）  ＊子ども会写生会  ＊親睦会 

＊七夕  ＊七夕祭り  ＊ソフトボール練習  ＊大繩跳び練習  ＊公園での清掃活動 

＊新入生歓迎交流会  ＊町内草刈り  ＊ぶどう狩り 

７～９月）＊神社そうじ（屋外） 

８月）＊ラジオ体操（多数）  ＊夏季清掃  ＊夏の抽選会  ＊水遊び大会  ＊総会  ＊地蔵盆 

＊お楽しみ抽選会  ＊美化ポスターコンテスト  ＊お経の練習  ＊夏レク  ＊夏の清掃活動 

＊クリーンキャンペーン（公園・通学路掃除等）  ＊子ども会キャンプ   ＊くじ引き 

＊プレゼント配布（自宅で遊べるもの、花火、商品券）  ＊河内長野市こ連スポーツ大会 

９月）＊がんばろう太平寺・がんばろう柏原、コロナに負けるなポスター作品展 

   ＊水鉄砲大会とプチ縁日  ＊花火大会  ＊復興米稲刈り 

時期不詳）＊お菓子の袋詰めや図書カード等をセットにして各家庭へ配布（冬にも配布予定）：2000 円分 

※今後実施予定） １０月：お別れ遠足、ハロウィーン、親指とまれ、ティーボール  １１月：ボウリング大会 

３月：おひな祭り 

 

設問２ 新型コロナウイルス感染症防止対策実施事例やこれから再開する場合の留意点 

【対策例】  

＊施設の消毒  ＊検温（子供達・参加者全員）  ＊施設（部屋）の換気  ＊少人数での実施（開催） 

＊手洗い・うがいのお願いを保護者に LINE  ＊終了後すぐに帰宅  ＊室内ではマスク着用 

＊ソーシャルディスタンスの確保（座席間隔を空ける、公園内で距離を取って実施、そのため例年より回数

を増やし定員を減らした）   ＊屋外での活動   ＊手指消毒の徹底  ＊３密を避ける 

＊体調が悪い方の参加は控えてもらう  ＊バスの台数を増やして密にならないように座らせる 

＊検温を記録しマスクを着用（忘れたら欠席）  ＊引率者は除菌スプレーを１つ以上持参 

＊マスクの着用  ＊替えのマスクをこども会として持参  ＊都度消毒  ＊名簿の管理 

＊検温  ＊活動前の検温  ＊受付時の検温  ＊体調を確認し管理する  ＊うがいの励行 

＊咳エチケットを守る  ＊手洗いとアルコール消毒をこまめに行う（徹底）  ＊手指のアルコール消毒 

＊高濃度アルコール除菌の徹底  ＊移動は各家庭の車で  ＊昼食は密になるので食べない 

＊地区委員のみで開催（こども会加入者に景品を配布）  ＊手洗いの励行  ＊短時間での開催 

＊５部屋くらいに分散して簡単な模擬店を出す  ＊分散しての開催  ＊廊下・玄関を塩素消毒 

＊フェイスシールドの使用  ＊参加者の制限  ＊活動時間を制限し無理な運動をさせない 

＊作品と作品の間を空けて展示  ＊観覧の際の距離を取るよう注意喚起  ＊来館前の健康チェック 
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＊体温計・マスク・消毒液の準備  ＊会場にて大阪府コロナ追跡 QR 登録の呼びかけ 

＊集団で遠くまで行かない  ＊出来るだけ密集を避ける  ＊３密防止（開会式なし、最低限の閉会式） 

＊食事（お弁当）は家族単位でテーブルを使用（屋外）  ＊盆踊り等の密になる行事は全て中止 

＊提灯の数を大幅に減らしお菓子を配るのみにとどめる（地蔵盆）  ＊役員は受付時にマスク着用 

＊なるべく接触を防ぐためにおさがりは役員が各家庭に配った（地蔵盆）  ＊熱中症の予防対策 

＊集会室をアルコール除菌・消毒  ＊手洗い・アルコール殺菌・消毒・体温測定  ＊時間短縮 

＊＊帰宅後の手洗い・うがいの声掛け  ＊熱中症対策も兼ねて３０分と短時間での活動 

＊３７．５度前後の発熱や風邪症状のある方は参加を控えてもらう  ＊基本的に家族単位での行動 

＊ラジオ体操時にはマスクを外すよう声掛けしていたが、早朝で暑さがましだったので着用していた 

＊家で検温して報告など健康状態を確認する  ＊貸し切りができる、距離が取れるイベントの選定 

＊会館を使用せず公園で行う計画を立てましたが雨のため中止（各家庭へ準備していたお弁当を配った） 

＊第一部は外食（対策実施店舗利用、持ち込み持ち帰りの箸持参）第二部は屋外でソーシャルディスタン

スを取りながら花火大会を実施した 

＊マスクの着用は各家庭に委ねる（熱中症予防のため）  ＊間隔を広めに取る（ラジオ体操時） 

＊皆で取らない様にすべて個人で食べ切れる様にした（お菓子を袋に入れて） 

【留意点】  

＊濃厚接触は控える  ＊換気できない所は避ける  ＊アルコール消毒液の設置  ＊分散での実施 

＊枚方市内等のコロナウイルス感染者数などを参考に検討する  ＊感染防止の３つの基本遵守 

＊学校等の行事開催などを参考にする  ＊多人数では集まらない（少人数での開催） 

＊３密を避ける  ＊３密にならないよう屋外にて実施  ＊屋外で行う  ＊密にならない遊び 

＊食事の提供をどうするのか（ゲームだけにするとか）  ＊飲食を伴う行事を避ける  ＊小学校の動向 

＊マスクの着用（なるべく外さない）  ＊アルコール消毒  ＊国や県・市などの判断 

＊手指消毒  ＊新型コロナウイルス感染防止策  ＊短時間で実施  ＊参加人数を調整する 

＊地域単位でのコロナ発症者数の増減や推移（増えているのか減っているのか）  ＊グループ分けする 

＊ソーシャルディスタンス（身体的距離の確保）  ＊子供の体調管理  ＊手洗いと消毒をこまめに行う 

＊密にならないような活動内容にする  ＊安心して活動に参加できる仕組み作り  ＊例年行事の継続 

＊手洗い消毒・うがいなどの徹底  ＊育成者はアルコールスプレー持参  ＊マニュアルの作成 

＊移動手段の検討  ＊イベント開催への世間の理解  ＊保護者の参加への理解と協力 

＊会場の換気徹底（窓を全開）  ＊府下の感染者数の把握・対策の周知徹底  ＊手洗いの徹底 

＊感染症陽性者が出た時の対応策  ＊小学校での行事再開等の情報収集  ＊子供達の安全第一 

＊十分な対策と保険、市からの助成金  ＊歓迎会などを企画しているが開催できない 

＊今年度活動再開予定なし  ＊小学校が同様の行事を再開していること  ＊集団で飲食しない 

＊松原市こ連が行う事業（ソフトボール大会）についてはソフトボール協会が出しているガイドラインに沿っ

て行う（開催の可否は現在検討中）  

＊会員様へマスク着用など感染予防のお願いと団体としてマスクやアルコールスプレー・検温器等を常備

した上で学校生活を規範とするソーシャルディスタンス確保を心がけた活動  

＊室内で密になる活動を避ける  ＊コロナ対策  ＊体温計・消毒液・マスクの持参 

＊感染の可能性があるうちは活動しづらいので再開できない  ＊距離をとって活動できる行事を行う 

＊感染拡大が落ち着くまでは活動しない  ＊３密を避けるような内容の活動 

＊感染予防対策を講じた上での開催  ＊自粛要請等の有無、学校等での感染状況の広がり 

＊校区としては当面の間、行事などやらない方向  ＊新型コロナ感染が終われば再開する 

＊ソフトボールの団体なので練習に来た子供達の名前・体調確認・検温を毎回必ず行う 
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＊バレーボールの団体なので毎回手の消毒やボールの消毒などをこまめに行う 

＊感染防止対策を徹底し、保護者の理解と協力を得ることが出来たら活動する 

＊新型コロナやインフルエンザ等の感染対策について学校の対応を参考にする 

＊大人同伴ではなく子供だけ、もしくは大人は最小人数にしたほうが良いかと思う 

 

設問３ 他の地域や団体で実施している活動で、自こども会活動再開にヒントとなるような取り組み 

【取組例】  

＊地域の老人と一緒に遊んで学ぶ（囲碁・将棋・竹とんぼ・かごや裁縫やハガキ作り etc.）  

＊年内は難しく、次年度以降まずは行政機関・公立小中高などのイベント実施などを参考に考える 

＊習い事でサッカーをしているがマスクなしでも何ともなく当日健康であれば大丈夫だと個人的に思う 

＊町内を利用したスタンプラリー   ＊参加する際、体温・体調の調査を徹底する   ＊餅つき 

＊遠出（施設利用）せず各地区内で密を回避しながら出来ることをして行かないとこども会を存続すること

が難しい    

＊３密を回避する為、グラウンドでダンスや和太鼓等の室内競技を行う 

＊小学校校庭でビンゴ大会・スタンプラリー＆小学校体育館でＤＶＤ鑑賞（これらの案が出たがコロナ感染

者が出た場合の責任が取れないので実際の開催には至らず） 

＊発表する機会のなくなった室内競技の練習風景や演目等を校庭にてプロジェクションマッピング等で映

写し鑑賞する   

＊飲食を避けた行事内容にすること   ＊手洗い・マスクなどに注意する 

＊安全面には十分配慮した上で行うが、参加についての判断は各家庭に任せる 

＊集まるイベントは感染状況次第で変更しやすいような企画内容にする 

 

設問４ 自分の地域でこどもが楽しく参加している行事 

【行事名】  

５月）＊ワイワイ迷路ゲーム（縦２０ｍ横１５ｍの迷路を布で作成し、４ヶ所のチェックポイントを設け、タイムを 

競うゲーム）〈東大阪市〉 

＊消防体験（消防本部にて消防訓練体験や備蓄食の試食等を行う）〈富田林市〉 

５月 or６月）＊レクリェーション（遠足）（電車移動（近隣）で石川河川敷公園にて役員との鬼ごっこ、とにかく

走りまわる）〈松原市〉  

６月・９月）＊復興米田植え・稲刈り（岩手県大槌町で東日本大震災の津波で流された稲が発見され“奇跡

の復興米”として植えられたものを分けていただきＪＡ大阪南の皆さんや地域の皆さんのご協力

のもと、毎年田植え・稲刈りをしている。収穫されたお米はＪＡを通じて大槌町と熊本県に送付し

ている）〈富田林市〉  

７月）＊夏まつり（小学校のグラウンドで盆踊り・出し物）〈枚方市〉 

７～８月）＊ラジオ体操（夏休み前半と後半２週間ずつ各こども会で公園等に集まって行い、参加した日数

によってマクドナルドさんから商品券を頂くので子供達は楽しみ）〈枚方市〉 

８月）＊須賀盆踊り（地域の団体やお店の方が出店して、盆踊りも河内家菊水丸さんを招くなどとても盛り上

がる）〈富田林市〉 

   ＊夏休み会（かき氷作り、水遊びをする）〈富田林市〉 

１０月）＊区民体育祭（自治会の行事、校区全体での体育祭、大人・子供と地域の人達が参加して競技で

競い合いながら親睦を深める）〈枚方市〉⇒今年は中止 
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    ＊ちょうちんまつり（津田の春日神社の収穫際、神社内で大太鼓を子供達が叩く、出店たくさん） 

      〈枚方市〉⇒今年度中止 

    ＊ソフトボール大会（例年８月に実施する市こ連大会）〈大東市〉 

    ＊秋まつり（縁日・ゲーム等）〈富田林市〉⇒一昨年より休止中 

    ＊だんじり祭り（太鼓を叩きながら地車を曳行し、伝染病が流行しないことを祈願したり、五穀豊穣を

願うまつり）〈富田林市〉 

    ＊たんじり（秋まつり）（出店が出たり、だんじりを引いて歩いたり、だんじりからお菓子をまいてもらっ

たりする）〈羽曳野市〉 

    ＊ドッジボール大会（羽曳が丘の子ども会数チームで対抗）〈羽曳野市〉 

１１月）＊オリエンテーリング（予定）（住んでいる街で班ごとに分かれてオリエンテーリング）〈枚方市〉 

    ＊子どもフェスティバル（秋祭り、縁日風のイベント）〈羽曳野市〉 

    ＊ふれあいフェスティバル（小学校運動場にて町会ごとに出し物をする）（フリーマーケット、ミニ運動

会、工作指導、抽選会等）〈羽曳野市〉 

    ＊はび小フェスティバル（はびきが丘小にてゲームや出店（軽食）を開催）〈羽曳野市〉 

１２月）＊お餅つき大会（町内で行われ、臼と杵を使って本格的な餅つきをする。きな粉・エビ・のり・あんこ・

ぜんざい・豚汁を味わえる）〈富田林市〉⇒今年度は実施未定 

    ＊町会歳末夜警（町内の歳末夜警に参加してお菓子のプレゼントをいただく）〈羽曳野市〉 

３月・１１月）＊体協ハイキング（今年は中止になりましたが体育協会が行うハイキングに子供会としても希望 

         者は参加している）〈松原市〉 

通年）＊山田池公園の自然を学ぼう（シニアの人達が催す行事で１年間を通して季節ごとに花見・セミ取り・ 

     田植え・ハイキング・遠足・餅つき・凧あげ etc.）〈枚方市〉 

時期不詳）＊クリスマス会（マジシャンを呼んだり、ケーキを作ったりのクリスマスパーティー）〈枚方市〉 

       ＊ぶどう狩り（おにぎりなどを持参）〈枚方市〉 

       ＊今年度は一切活動しない代わりに学期ごとを目安にプレゼントという形でお渡し（夏休み前に

夏のプレゼントを配布した）〈枚方市〉 
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◎泉州エリア（泉北・泉南ブロック）のご回答 

 

設問１ 今年度実施したこども会行事  ≪何らかの活動を実施した団体数 88 団体/219 団体中≫ 

【行事名】  

毎月、その他）＊廃品回収（多数の団体が実施）  ＊古紙回収（奇数月）（毎月）（毎月２回） 

＊公園清掃（大人の役員のみ） 

４月）＊歓迎会・進級祝いの会  ＊こども・育成者会議  ＊おとな会員会議（４・７・８月） 

４月・５月）＊リサイクル活動（父兄のみ当番制） 

５月）＊新入生歓迎会  ＊こどもの日（かしわもち配布） 

６月）＊田植え体験  ＊ＢＢＱ  ＊ソフトボール（練習・大会）  ＊知恵の輪  ＊三宝公園掃除 

７月）＊ミニ運動会  ＊発会式  ＊保護者会議・工作  ＊遠足  ＊ディスクゴルフ体験会  

   ＊ソフトボール（練習）  ＊ソフトボールクラブ  ＊ポートボール（練習）  ＊ポートボールクラブ 

＊キックベースボール  ＊こども会員会議   ＊七夕（笹・お菓子配布）  ＊ラジオ体操 

   ＊新入生歓迎お祝いと子供の日と夏休み映画の代替プレゼントを配布  

 ＊（地区内）公園清掃  ＊会議  ＊連合会議  ＊ウイルスバスターズ（水鉄砲・手形アート） 

＊新入生歓迎会  ＊単位こども会会長・校区連合こども会役員会議 

８月）＊ラジオ体操（多数）  ＊夏合宿  ＊男里川清掃  ＊水生生物観察  ＊水鉄砲＆花火大会 

   ＊泉大津市こ協スポーツ大会  ＊夏休み巡回ラジオ体操  ＊公園清掃  ＊廃品回収 

   ＊通常練習・練習試合・大会参加  ＊マークラリー  ＊花火（花火大会）  ＊新入生歓迎会 

   ＊ポートボール通常練習（多数）  ＊ポートボールの練習８月から開始（校区のみ） 

   ＊ソフトボール・ポートボール・キックベースボール・ドッジボールの練習 

   ＊役員紹介・顔合わせ  ＊プチお楽しみ会  ＊廃品回収町内アナウンス  

   ＊日帰りキャンプ  ＊ＢＢＱ  ＊お楽しみ会  ＊キックドッジクラブ 

   ＊ソフトボール  ＊地蔵盆（日新こども会）  ＊地蔵盆掃除 

９月）＊遠足（例年は７月 or８月）  ＊こども・育成者会議（こども・役員クラフト作成） 

   ＊忠岡町こども会秋の球技大会キックベースボールの部  ＊公園清掃  ＊廃品回収  

   ＊ソフトボール練習  ＊ドッジボール練習  ＊手芸クラブ  ＊将棋・オセロクラブ  ＊綱引き 

   ＊キックベースボールの練習（６月～９月）  ＊総会（保護者のみ）  ＊花火大会 

時期不詳）＊遠足を中止にしたため、ミニ扇風機・ひんやりタオル・虫よけ・保冷バッグ等をプレゼント 

       ＊クリスマス会も中止の予定なのでプレゼント形式にする予定 

※今後実施予定） １０月：忠岡町こども会秋の球技大会（ソフトボール大会）、オンラインお楽しみ会 

         １２月：ドッジボール大会（校区） 

 

設問２ 新型コロナウイルス感染症防止対策実施事例やこれから再開する場合の留意点 

【対策例】  

＊施設の消毒  ＊検温（参加者全員、行事前後）  ＊会長・会計４名と業者のみで実施（古紙回収）  

＊施設（部屋）の換気  ＊参加者リストを作成し追跡できるようにした  ＊道具の使いまわしをしない 

＊大声を出さない  ＊チェックシートと参加者名簿の作成  ＊屋外でできる内容に変更  ＊手袋着用 

＊当日保護者から参加承認サインと体温・体調を記入した用紙の持参を求めた  ＊各家庭での朝検温 

＊例年行っているゲームは密になるので無し  ＊食事は対面禁止  ＊コップの共用禁止  ＊うがい 

＊屋外での実施（活動）  ＊遠足の行先を府内に変更  ＊バスの乗降時アルコールでの手指消毒 

＊手指の消毒  ＊消毒用アルコールの常備  ＊手洗い励行  ＊おやつはクーリッシュ 
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＊ソーシャルディスタンスの確保（各自２ｍ空ける、座席間隔、昼食時や休憩時に指導）  ＊３密を避ける 

＊ソーシャルディスタンス確保のポイント設置  ＊密を避けアルコール消毒＆手洗いの徹底 

＊フィジカルディスタンスの確保できるスペースでの実施  ＊密を避けるための導線を指導 

＊大会開催時における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインを作成し、それを順守する 

＊例年、キックベースボールとソフトボールを同日に開催していたが、別日の開催にした 

＊例年よりも試合数を減らし観戦のルールも定めた  ＊受付にて手の消毒・検温   ＊トイレの消毒 

＊送迎の車の人数を減らした  ＊参加者名簿の提出  ＊おしゃべりを控える  ＊体調管理シート記入 

＊子供の参加は学校が開始された月のみ  ＊忠岡町で感染者が出た月は大人のみが参加 

＊マスクの着用（参加時、移動時、常時、行事の行き帰り、見学時、ミーティング時、予備マスクの準備）  

＊運動時にはマスクを外す（熱中症対策）  ＊基本的（一般的）な感染症対策をすべて行う（徹底する） 

＊参加前の検温（参加前後の体調チェック）  ＊練習後、雑談を控え帰宅を促す  ＊共有物を避ける 

＊手洗いをこまめに行う  ＊手指のアルコール消毒  ＊用具（道具）の消毒  ＊大声の抑止ルール 

＊短時間での開催  ＊在宅で出来るようにした（知恵の輪）  ＊こども達に３密の説明  

＊練習の始まり・途中・終わりに手洗い・消毒  ＊集会所のドア・窓を開け換気に注意する 

＊プレゼントを渡すだけにし手短に行う  ＊現状の意見交換（南ブロックポートボール連盟） 

＊消毒・ハンドソープ類の備品購入  ＊使い捨て手袋の使用  ＊通用門・体育館内・トイレ内の消毒 

＊練習前後にドアノブ・手すり・用具 etc.の消毒（随時使用場所消毒）  ＊家庭ごとに実施日を分けて行う 

＊体温等のチェックシート記入  ＊フェイスガード着用（大人）  ＊１人１球ボールを決めて練習する 

＊時間差に子供達を振り分け集合し、５分以内に流れる様にお楽しみクジ引きをし退散、役員の人数も最

低人数にし、行事終了後環境整備をし、１時間で終了（プチお楽しみ会） 

＊堺市こ協発行のコロナ感染症に対応するマニュアルに沿って実施 

＊体育館は窓・扉の開放、扇風機４台による常時換気実施  ＊子供には手伝わせず大人だけで活動 

＊会議は町自治会会館にて窓・扉の開放、検温・アルコール消毒・マスク着用、参加者名簿・チェックシー

トを作成して実施 

＊開催時間を朝から夜まで取り来場が集中しない様にした。特に催しも行わなかった（地蔵盆） 

＊学年ごとに時間を分ける  ＊道具類は使い捨て  ＊ハイター液で消毒  ＊紙ナプキンの準備 

＊マニュアルに則って消毒を徹底＆検温３７℃以下  ＊手洗い・消毒の徹底（１時間ごと、給水ごと） 

＊手洗い徹底に対しての子供の誘導  ＊人数制限・活動内容の規制等我慢する所は我慢する 

＊除菌グッズを購入し各活動内でのコロナ対策マニュアルを作成  ＊海辺の風がある所で実施（花火） 

＊８月は半日のみの練習とし熱中症対策も同時に行った  ＊保護者の練習参加制限 ＊短時間で開催 

＊可能な限り個人練習（各自ボールを決めて使用）  ＊ペアを決めてパス練習 

＊体育館共用部分の消毒（チェックシートを作成）  ＊ヘルメット等の共有道具を使用後すぐに消毒 

＊冷却道具（氷のう・保冷剤等）は各自持参、濡れおしぼりは禁止 

【留意点】  

＊手洗いの徹底  ＊換気  ＊除菌  ＊距離  ＊アルコール消毒などの感染対策  ＊飲食禁止 

＊コロナ感染対策の徹底（消毒・間隔を取る）  ＊当日の体調を確認の上参加  ＊安全面に気をつける 

＊体温測定（行事参加前の検温）  ＊唾のかからない距離  ＊使用会場の消毒  ＊飲食時の諸注意 

＊市内のコロナウイルス感染状況を把握する  ＊感染者の数が少なくなること  ＊参加人数の制限 

＊保護者全員が賛成することを条件に密にならない事業（野外）を考えている（夏休みに全員の子供達に

自宅でするための花火を購入した）   

＊室内に集まる行事は当面取りやめる  ＊密になりにくい場所  ＊遊具・用具の消毒 

＊皆の納得できる内容で再開する  ＊遠足の際（うがい・手洗い・消毒・健康管理）  
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＊１１月にキッザニアの遠足を予定していてコロナに対する保護者の温度差があるので、自己判断・自己

責任で参加してもらう予定（バス乗車前の検温・マスク着用等は行います）  

＊ソーシャルディスタンス  ＊３密を避ける  ＊必要以上に感染への恐怖を植え付けないこと 

＊小学校の各種行事の再開状況及び方法  ＊会員保護者の承認  ＊新型コロナ感染症防止対策 

＊行政や学校等の行事開催（対応）などを参考にする  ＊飲食を伴う行事（活動）を避ける 

＊対面での活動は避ける  ＊会議をしていないので何も決まっていない  ＊世間の状況 

＊マスクの着用（密を避ける、感染防止、子供達が近寄りすぎるのを防止、飛沫感染防止） 

＊アルコール消毒  ＊屋外で行う（室内で行う活動・行事を避ける）  ＊熱中症対策  ＊私語を控える 

＊手指消毒  ＊他の行事（秋祭り・盆踊り等）の動向  ＊プログラムの企画内容を十分考える 

＊接触をなるべくしないような活動ができるか  ＊こども会員の意見を聞く  ＊活動前後の手洗い 

＊こどもの楽しみの場でなく地域貢献活動を  ＊ガイドラインに沿った検温・体調確認 

＊感染拡大予防ガイドラインに準ずる ＊不安に感じる事があれば無理に活動しない・させない 

＊こどもの活動の為でなく子を持つ親の為のサークルとなる様に ＊密にならない（プレゼント配布のみ） 

＊単位でできない事の補い、安全性  ＊新規感染者の人数（大阪）  ＊各自の意識向上の喚起 

＊行事が原因でクラスターとなることも考え、安全性の高い準備をしないといけない  ＊２部制にする 

＊子供達に感染して欲しくない、でも楽しめるように  ＊体温測定・健康観察など参加者の体調を把握 

＊送迎時の車の乗り合わせ禁止  ＊不安がある役員に対しての活動の強要はしない 

＊活動場所の工夫  ＊参加者の健康状態・連絡先の確認  ＊子供と参加者の安全 

＊予防・治療薬がない現状では３密厳守となるが、イベント毎その内容に応じた具体的な対策の立案と徹

底・実行と次回への検証、課題抽出のサイクル、それをガイドラインとして残す 

＊保護者・学校・地域の理解を得る、万一の場合の早期対応と行動できるガイドラインの作成、風評被害・

差別・犯人捜しをする自粛警察のような意識の防止 

 

設問３ 他の地域や団体で実施している活動で、自こども会活動再開にヒントとなるような取り組み 

【取組例】  

＊マスク着用・消毒・３密を防ぐ、があれば何か出来る事があるが、人数的に制限がある 

＊正しく恐れる事（感染率・死亡率・重症率等）死亡者数（他の感染症や病気と比較） 

＊参加者の名簿を出す（検温も）   ＊選手並びにスタッフの体温表の作成   ＊０円バザー 

＊こども会単独で決定することなく、事務局（教育委員会）と絶えず連携をとること 

＊保護者からの意見もあるため、屋内でする行事は避け、屋外のみ行事を行っている 

＊ラジオ体操を予定していたが場所が室内であったため行わず 

＊広い地域を対象にする行事を控えて、小さな地域で接触をなるべく少ない行事に（万一クラスターが出

てもその小さな地域に限定されるため） 

＊スポーツ大会の場合、式典（開会式）はしない。試合前に対戦チームのみ入場、昼食時間はとらない 

＊屋外で物を共有しない活動に限ることを徹底する   ＊少人数になるよう、時間帯を区切り活動する 

＊河内長野市は早くから対策マニュアルを遵守し、活用していた 

＊行事が中止になった代替えとして、クオカード・お菓子・花火などを配布している 

＊今後のコロナの状況を見ながら検討（校区で相談しながら初めての出来事に戸惑いながら模索している） 

＊４月書面による総会から始まり予定行事は全て中止、毎月の会議も最初の２ヶ月は LINE で実施した 

＊屋外で活動できる美化活動や地域のごみ拾いなど（子供達が楽しめる様にゲーム要素をプラスする等） 

＊新会員の勧誘が出来ていないので、そのあたりの取り組みを逆に教えていただきたい 

＊フェイスシールドをクリアファイルで作り、将棋教室は再開している 
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設問４ 自分の地域でこどもが楽しく参加している行事 

【行事名】  

４月）＊陶器山ウォークラリー大会（新１年生を迎えて歓迎会＆ウォークラリー（クイズ・遊び等）１０～１３   

ポイントを設定し子供達と楽しい１日を過ごす。地域のサークル・PTA・各種団体の協力も頂いてい 

る）〈堺市〉 

５月）＊キャンプ（野外活動を行っている。キャンプファイヤー・登山・クイズラリー・野外炊飯など）〈堺市〉 

   ＊親子で楽しむ古墳めぐりウォーキング（家族ごとで受付をして各自のペースで５つのポイントを歩き 

    「約４．５ｋｍ」ゴール地点でチェックしてもらい、子供は参加賞あり。毎年楽しみに参加）〈堺市〉 

６月）＊ミニ運動会（お玉リレー・綱引き等、幼児から高学年まで一緒に楽しめる競技（遊び）をしている） 

     〈泉大津市〉 

＊遠足〈堺市〉 

   ＊親睦行事（遠足・飯盒炊さん・ゲーム大会）、神社でのホタル観賞〈堺市〉 

７月）＊ラジオ体操〈堺市〉 

   ＊盆踊り（出店を出したり踊り子を呼んで開催）〈堺市〉 

   ＊田守神社夏祭り・こども神輿巡行（町内のこども神輿の巡行）〈堺市〉⇒今年度は中止 

８月）＊盆踊り・夜店（盆踊りの夜店は子供会が担当、自治会と共に１日がかりの大きなイベントで、毎年楽 

しく活動している）〈泉大津市〉 

   ＊盆踊り・桜祭り・キャンドルライト（夜店等での出し物）〈泉大津市〉 

   ＊「今日だけ学校で花火ができるよ」（花火が出来る場所がないとの声があり、前校長と交渉し３年前

から始まった。大型花火は連合こども会で用意し、手持ち花火・バケツ等は参加者各自で持参。校

庭で許可された時間内にそれぞれ楽しんで帰る。必ず保護者同伴なので保護者の交流にも一役

買っている。）〈堺市〉 

   ＊映画鑑賞〈堺市〉  

＊盆踊り、キャンプ、水フェス〈堺市〉  

＊ラジオ体操〈堺市〉 

   ＊夏祭り〈堺市〉⇒今年は他行事も含めて中止 

   ＊さつき野夏まつり（自治会・PTA・老人会・こども会が参加、模擬店・盆踊りがあり、子供も準備から店

番まで活躍する）〈堺市〉 

   ＊盆踊り（町会と一緒に屋台を出店し、盆踊りをする）〈堺市〉 

   ＊船神輿、小学校での宿泊キャンプ（防災訓練）〈堺市〉 

８月・３月）＊遠足〈忠岡町〉 

９月）＊新入部員交流会〈和泉市〉 

   ＊９区フェスティバル（伊勢大神楽による獅子舞やだんじり体験、地元の観音様や地蔵様を廻るスタン

プラリーなど地元を紹介するイベント）〈高石市〉 

   ＊お楽しみ会（スポッチャ）〈堺市〉⇒今年は中止 

   ＊少林寺フェスティバル（自治会主催のイベントで前夜祭はこども会が担当、模擬店やゲームなど多く

の出店がある）〈堺市〉 

   ＊秋祭り（神社の大きなお祭り）〈堺市〉 

９月・１０月）＊球技大会（ソフトボール・キックベースボールを各地区で行い優勝を争う）〈忠岡町〉 

       ＊百舌鳥八幡宮月見祭（秋祭り）〈堺市〉 

１０月）＊秋のレクリェーション〈和泉市〉 ＊キンボール〈和泉市〉⇒実施検討中 

    ＊稲刈り体験〈和泉市〉  
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＊秋の遠足〈和泉市〉  

＊ドッジビー大会（多数あり）〈和泉市〉 

    ＊光明台南連合ドッジビー、みかん狩り〈和泉市〉 

    ＊ディスクゴルフ大会（小学１年～３年生）、グランドゴルフ大会（小学４年～６年生） 

      各大会それぞれに参加賞ならびに入賞者には景品を用意している〈泉大津市〉 

    ＊ハロウィーン（自治体の方にご協力頂き、各お宅でお菓子やゲームを用意してもらい、仮装をした

子供達がハロウィーンマップを手にスタンプカード形式で各お宅をまわります。地域の方たちとの

触れ合いもでき毎年実施している。自治体の方々にも活動を楽しんでもらえている）〈泉大津市〉 

    ＊だんじり祭り〈堺市〉   

＊大仙公園にて健康ウォーク〈堺市〉 

    ＊秋祭り（地域のだんじり祭りにこども会としても参加し大人とのふれあいの中で祭りに取り組んでい

る）〈堺市〉 

    ＊浅香山ハロウィーンフェスタ２０２０（仮装して小学生以下のお子様に地域内の協力店に行ってもら

いお菓子をゲットしてもらう予定）〈堺市〉 

１０・１１月）＊スポーツ大会（キックベースボール、ソフトボール）〈和泉市〉 

１１月）＊こどもカーニバル（各地区のこども会が出店を出し、ミニ運動会も併せて開催する）〈忠岡町〉    

⇒今年度は中止 

    ＊マラソン大会（小学１年～２年：１ｋｍ、小学３年～４年：1.5ｋｍ、小学５年～６年：２ｋｍを走る） 

      各大会それぞれに参加賞ならびに入賞者には景品を用意している〈泉大津市〉 

    ＊秋レク（こども会会員、皆でどこかへ遊びに行く）〈泉大津市〉 

    ＊遠足（バスを貸し切り、テーマパークやお店を巡りご飯を食べに行く）〈堺市〉 

    ＊みはら区民まつり（ステージプログラム・模擬店・こどもエリアもあり親子で楽しめるまつり）〈堺市〉 

１２月）＊クリスマス会（多数あり）〈和泉市〉⇒実施検討中の団体も有り 

    ＊クリスマス会（ゲームをしたりケーキをみんなで食べて談笑する、暴れる）〈堺市多数〉 

＊クリスマス会（体育館にてケーキを食べ、ビンゴ・ドッジボール・プレゼント交換など。毎年ほぼ同内

容のありふれたクリスマス会ですが、会員数が少なくアットホームな雰囲気で楽しく参加してもらっ

ている。）〈堺市〉⇒今年度の開催は難しいかもしれません。 

＊年末交流会（豚汁などを作ったりゲームをしたり地域の方と交流する）〈堺市〉 

１月）＊駅伝大会（小学校発着で校区内のコースを走る。終了後お菓子まきを実施。元々青年協議会の行

事にこどもの部として加えさせてもらっている）〈堺市〉 

   ＊凧あげ大会（三宝公園のグランドをお借りして１年生から６年生を対象に父兄の方々にもお手伝い

して頂き、様々な各賞を設けて競い合って楽しく参加してもらう）〈堺市〉 

２月）＊３校区合同ウォークラリー（中学校区が同じ小学校区内をコースとして子供達でチームを組んでウォ

ークラリーをしている。地域を知ること、また安全面では自治会が担っている）〈堺市〉 

３月）＊春のレクリェーション〈和泉市〉⇒実施検討中 

   ＊お別れボーリング会〈和泉市〉   

＊６年生お別れ会〈和泉市〉 

＊お別れ遠足（多数あり）〈和泉市〉   

＊遠足〈堺市〉   

＊歓送迎会〈堺市〉 

＊歓送迎会（新１年生になる子供・親を招待して進級のお祝いも兼ねて皆で食事会を実施）〈堺市〉 

＊６年生を送る会（育成クラブメンバー・ソフトボールメンバー卒団式）〈堺市〉 
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４～１２月）＊遠足（低学年：テーマパーク）・キャンプ（高学年：１泊）・盆踊り・だんじり祭り・クリスマス会 

〈堺市〉 

６～１２月）＊レクリェーション・だんじり祭り・盆踊り（キッザニア・スポッチャ等）〈堺市〉 

７～１０月）＊町内での夏祭り、秋祭り（だんじり祭り）等々〈堺市〉 

７～１１月）＊キャンプ・盆踊り・だんじり祭り・バスツアー（キャンプ：１泊（高学年）、盆踊り：河内音頭踊り、 

        バスツアー：（全学年）観光地へ行く、キッザニア等）〈堺市〉 

８～１２月）＊盆踊り・だんじり祭り・遠足・プール〈堺市〉⇒遠足（全学年）はバスレンタルしテーマパークへ 

春・秋）＊遠足（大型バスで行く遠足）〈阪南市〉 

秋）＊公民館まつり（６年生は学校からフリーマーケットを出店している。主に飲食ができる）〈阪南市〉 

冬）＊豚まん手作り体験（豚まん・シュウマイの手作り体験）〈堺市〉 

時期不詳）＊Zoom 等を使用したドッジビーのストラック大会（現在方法について検討中。11/7 の会議で承

認を得れば開催予定）〈和泉市〉 

       ＊世代間交流：校区により開催時期は様々（PTA・福祉・シニアクラブ・民生・こども会が協力し

て開催。校区により様々なゲームなどをして世代を超えて交流）〈堺市〉 


