
秋の日は、「つるべ落とし」と言われ、

気づかない間に辺りが真っ暗になっていることがあります。

そんな学校からの帰り道。

もし、怪しい人に出会ったり、

声をかけられたりしたら、

あなたは、どう対応しますか？

地域で輝く中高生

連れ去り防止！連れ去り防止！連れ去り防止！

「募集チラシ」「案内放送」「先生からの紹介」「地域の役員さんからの声かけ」などきっかけはいろいろあります。
「活動」がわかれば、自分で時間をみつけ、できれば友達を誘って参加してみましょう！
そこには、学校ではできない「素晴らしい体験」や「多くの人とのふれあい」が待っているはずですよ！

  子どもが、連れ去りなどの犯罪に巻き込まれな
いように岐阜県全域で活動している皆さんがい
ます。　
　岐阜県警察本部「たんぽぽ」班です。
　誘拐に遭わないための「5つの約束」に関わる
お話を県内の保育所や幼稚園、小学校で行って
います。

　小さな子どもに
も「５つの約束」が
伝わるように、寸
劇や腹話術を使っ
たり、大声を測定したりと楽しく
魅力ある工夫が満載です。

　募集チラシを見て集まった陽南中・聖マリア中
の10名が夏祭りの各コーナーで小さな子を楽し
ませようと活躍しました。

　子どもが好きだったので
参加してみました。小さい
子たちとのふれあいがとて
も新鮮でした。
（堀さん　陽南中2年）

児童センター夏祭り （7/31）

　地域の自治会や青少年育成市民会議の役員の
方々と藍川東中の皆さんがいろいろな話題で話
し合う場をもちました。

　中学生の近況や地域行
事への参加など中学生の思
いを聞けたので、今後につ
なげていきたい。
（青少年育成市民会議　

役員さん）

中学生と語る会 （6/14）

　境川中の5名が夏祭りの放送係として参加し
ました。さわやかな声のアナウンスで夏祭りを盛
り上げていました。

　中学生のSTAFF参加を
きっかけとして、今後も若者
を大切にする地域づくりを
めざしたいです。

（日置江自治会連合 
会長さん）

灯籠祭り （8/2）

 地域の防災訓練に伊奈波中から19名が参加し
ました。三角巾を使った救護訓練や土嚢づくりな
どを行いました。

　三角巾が役に立つことを
教えていただき、よくわかり
ました。できれば高校生に
なっても参加したい。
（大森さん　伊奈波中3年）

防災訓練 （7/8）

　フェイスペイント、サンダルとばし、流しそうめ
んなどのコーナー運営を、岐北中の皆さん67名
が地域の方と一緒に担当しました。

　お祭りが好きなので参加
しました。来てくれた地域
の人にいっぱい楽しんでも
らいたいです。
（和田さん　岐北中3年）

網代ふれあい広場2008 （8/3）

 青山中の生徒会執行部の皆さんが数年前から
夏祭りの会場で、空き缶と牛乳パックの回収をボ
ランティアでおこなっています。

　自分たちに仕事があるこ
とをうれしく思っています。
小さい子を相手に楽しんで
やっています。
（西澤さん　青山中3年）

もう一つの夏祭り （8/3）

　MJI(明郷ジュニアインリーダー）が企画して、
お化け屋敷や出店、ゲームなどの夏祭りを行いま
した。毎年の恒例行事となってきています。

　中高生が考えたことを実
現できるように、役員として
バックアップしています。頼
もしいですよ。

（子ども会育成会　
役員さん）

MJI夏休み企画 （8/9）

 伊奈波中の皆さんが盆踊りが始まるまでの時間
を有効に使おうと、「的あてゲーム」を手作りして、
子ども達とふれあいました。

　地区生徒会という組織を
生かして、中学生の皆さん
がいろいろなアイディアを
出してくれます。
（青少年育成市民会議　

役員さん）

夢づくり子どもゲーム大会 （8/9）

　藍川中から30名を超える皆さんが参加し、準
備や片付け、コーナー運営に大活躍でした。高校
生のSTAFF参加もありました。

　中学の時に参加したこと
がきっかけで、卒業した今
年も自分からSTAFF参加
を希望しました。
（大島さん　高校１年）

芥見フェスタ （8/23）

 島中と伊奈波中から総勢30名近い皆さんが参
加し、雨の中、「空き缶積み」と「水風船つり」
コーナーの運営に大活躍しました。

　来年は高校生として自分
から積極的に手伝いたい。
中学生コーナーも応援して
いきたい。

（栗本さん 島中3年）

のりたけ夏祭り （8/16）

　夏休みのイベントに、三輪中のボランティア委
員会の声かけで集まった20名を超える皆さんが
「かき氷」のお手伝いに参加。

　児童センターが中学校の
すぐ隣にあるので、声がか
かればどんどん協力したい
です！
（石井さん 三輪中3年）

児童センター夏イベント （8/28）

 放課後や長期休業中に行われている「どんぐり
クラブ」に三輪中の皆さんがボランティアとして
参加し、子ども達と楽しく活動しています。

　CVSにも登録し、自分が
地域でできることを探して、
どんぐりクラブ以外にもい
ろいろな活動に参加してい
ます。
（小澤さん 三輪中2年）

放課後子ども教室 （8/25）

　みたらし、たこ焼き、かき氷など各種団体が準
備したコーナーで、岐北中生やその卒業生計45
名の皆さんが担当の方と一緒に活動しました。

　お客さんと接することも
だけど、地域の人たちと一
緒にやっていろんな話がで
きたから楽しかったです。
（長屋さん 岐北中１年）

ふれあい子どもフェスティバル （8/9）

　祭りのオープニングを飾る太鼓の競演に、いく
つかある「太鼓の会」に所属する境川中の皆さん
が出演しました。

　太鼓は楽しくて気分爽快、
最高です。太鼓以外に部活
もあるけど、地域の行事で
がんばります！
（島塚さん　境川中2年）

ふれあい夏祭り （8/24）

秋の講座は、実地研修が中心になります。岐阜市科学館やドリームシアター岐阜、日野恵光学
園、児童センターなどで開催するイベントで、あなたの力を試してみませんか？

12～1月に、冬期少年講座を開催します。
学校を通してチラシを配布します。
詳細は、各青少年会館へお問い合わせください。

北青少年会館
青山青少年会館
青少年ルーム
東青少年会館

☎232-1721
☎239-4011
☎252-4150
☎246-5244

資料提供：岐阜県警察本部生活安全総務課

※「声かけ」とは、中学生以下の子
どもに対して犯罪被害には至ら
ないものの、子どもが不安を覚
えるような言動により、警察に届
け出があった事案。
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【特徴】
●今年は、1～7月で130件。
　すでに昨年の件数を超えている。　
●女子に対するものが約82％。
●約88％が路上で発生。
●登下校時間帯に多く発生。
●昨年は、11月が最も多い。

　時間帯により人通りの様子が全く
変わることがあります。調べておく
ことが大切です。またできるかぎり、
一人にはならないようにしましょう。

□通り道を考える

　防犯ブザーを持っているだけでな
く、すぐに使えることが大切です。見
せることによる犯罪抑止効果も期待
できます。もう一度、電池の確認も。

□防犯ブザーを使う

　命を守る距離＝おたがいに手を伸
ばしても届かない距離です。大人が
手を伸ばしても、捕まえられない距
離を意識しましょう。

□命を守る距離を保つ

　もし、車から声をかけられた時に
は、車の進行方向とは逆向きに逃げ
ることが有効です。（後ろ向きの運
転がしづらいから）

地域の「犯罪情報」や「防犯情報」を携
帯電話やパソコンにメールでお知ら
せしています。

※危険を感じたら、その場から逃げることが肝心です。捕まえら
れそうになったら、大きな声を出したり、足を踏みつけたりする
ことが効果的です。
※通学路にある「子ども110番の家」を確認しておきましょう。

□進行方向の逆へ

岐阜県警察安全・安心メールへ登録しましょう。
岐阜県警察安全・安心 検索

このQRコード
からも登録で
きます。

◀

「声かけ」「声かけ」「声かけ」「声かけ」「声かけ」
たいへん増えている！たいへん増えている！たいへん増えている！たいへん増えている！たいへん増えている！

（平成20年は、1～7月で130件)

このまま増えると…

が、

ゆうかい あ

❶一人で遊びません
❷知らない人についていきません
❸誰とどこで遊ぶか話します
❹大きな声でさけびます
❺近くの人に助けを求めます

５つの約束

特集

自分で身を守る自分で身を守る
あの　このあの　この
自分で身を守る

地域ボランティアの募集は地域ボランティアの募集は

などを通して
行われます
などを通して
行われます

〈自分の力を生かそう！実地研修コース〉

N

O

P

Q

T

小さい子どもたちと遊ぼう①

小さい子どもたちと遊ぼう②

ドリームフェスタ秋の
サポーターに挑戦しよう
科学の祭典サポーターに
挑戦しよう①
科学の祭典サポーターに
挑戦しよう②

本郷児童センター

ドリームシアター岐阜

科学館

科学館

本郷児童センター
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50

15

15

20

講座番号 講 座 名 定員対象 日　時 場　　所 〆切
10/18（土）
13:00～17:00

中１
～高3
中１
～高3
中１
～高3
中１
～高3
中１
～高3

10/26（日）
8:00～17:45
10/25（土）
9:00～15:30
10/26（日）
9:00～15:30
12/13（土）
13:00～17:00

10/ 7

10/12

10/12

10/12

11/22

〈ふれあいをきっかけに！福祉体験コース〉

R 障がい者との交流Ⅱ 日野恵光学園20

講座番号 講 座 名 定員対象 日　時 場　　所 〆切
11/9（日）
13:30～15:30

小5
～高3 10/12

〈地元を知ろう！自然体験コース〉

S 百々が峰ハイキング 四季の森センター30

講座番号 講 座 名 定員対象 日　時 場　　所 〆切
12/6（土）
9:00～15:00
（12/7予備日）

小5
～高3 11/22

申し込み 全講座とも現地集合解散。１講座に１枚ずつの「往復はがき」または「ＦＡＸ」に、次の１～７を
明記し、申し込んでください。期限までに必着。定員を超えた場合は抽選。

１ ： 講座名（講座番号）   ２ ： 氏名（ふりがな）   ３ ： 学校名   ４ ： 学年   ５ ： 住所   ６ ： 電話番号   ７ ： 保護者名

≪申込み・問い合わせ≫　〒500-8804  岐阜市京町3-19  中央青少年会館内「地域ボランティア講座」係
　　　　　　　　　　　　TEL&FAX 058-266-5134 ※CVS登録者は電話による申し込みができます。

冬期少年講座のご案内冬期少年講座のご案内冬期少年講座のご案内冬期少年講座のご案内冬期少年講座のご案内

協力：岐阜県警察本部生活安全総務課
　　　幼児等連れ去り事案未然防止教育班『たんぽぽ』

誘拐に遭わないための
「5つの約束」

考えよう！
　自分で身を守る
　　　あの手この手

1
2

地域ボランティア講座
主催：岐阜市教育委員会
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あの　この

たんぽぽ班の皆さんから、身を守るために
参考になりそうなことを教えていただきました。

手 手手 手

青少年のための
自分にも、できそうなことを
チェックしてみよう。

諸費用：無料

諸費用：無料

諸費用：300円

☆地域や学校で配られるチラシ
☆公民館や学校などの掲示
☆校内放送
☆回覧板　

保護者の皆様へ

芥見

則武

三輪北

三輪南

方県 柳津

加納西

芥見東

日置江

早田

網代

常磐

明徳

早田

中学生の皆さんにも
大事な約束。
読み返してみよう。


