
 

報 道 資 料  
平成 29 年 6 月 28 日 

 

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 

第６７回「社会を明るくする運動」 

強調月間イベントについて 

この運動は昭和２６年に始まり、今年度で第６７回を迎えます。 

 毎年、７月１日から７月３１日までの１ヶ月を強調月間とし、地域に根ざした国民運動とし

て取り組んでいます。 

 本年２月の内閣総理大臣メッセージでは、「安全で安心な国づくりのためには、犯罪や非

行をした人を地域から排除したり、孤立させてはならない」、「立ち直ろうとする人にとっては、

地域の方々を始め、地方公共団体や様々な機関・団体による支えが何より重要であり励み

となる」とあり、より一層多くの方々のご参加を呼びかけています。 

 松戸地区推進委員会も、市民の皆様に「社会を明るくする運動」の理解をより深めていた

だけるようイベントを実施します。事前予約は不要、どなたでもご参加いただけますので、

皆様のご参加をお待ちしております。 

                            記 

１ 日  時  平成２９年７月２２日（土）12：30 開場 

２ 場  所  松戸市民会館ホール 

３ 内  容  ●オープニングセレモニー（13：00～13：50） 

          第 66 回「社会を明るくする運動」松戸地区作文  コンテスト受賞作品朗読 

         ●コンサート（14：00～14：30） 

          松戸市立和名ヶ谷中学校吹奏楽部 

         ●講 演 会（15：00～16：30） 

          鈴木 由美氏講演会 「子どもが変わる生活習慣づくり」 

                           ～やる気を育てるには～ 

          （詳細は別添チラシ参照） 

４ その他   手話・要約筆記あり 

４ その他   一時保育あり（要予約） 

 

 

【問い合わせ先】 

健康福祉部地域福祉課  ☎０４７－３６６－３０１９ 

更生ペンギンのホゴちゃん＆サラちゃん 

(更生保護マスコットキャラクター 
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～ 講演会 ～  

[講 師] 
 聖徳大学 児童学部 児童学科    
    教 授  鈴木 由美 氏 
[演 題] 
 子どもが変わる生活習慣づくり 
  ～ やる気を育てるには ～   

 

プログラム 
～ オープニングセレモニー ～ 

 
～ コンサート ～ 

松戸市立和名ヶ谷中学校吹奏楽部 
 

～ 講演会 ～ 
演題「子どもが変わる生活習慣づくり～やる気を育てるには～」 

更生ペンギンのホゴちゃん＆サラちゃん 

2017年７月２２日（土）12：30 

   

開 場 

～ コンサート ～  
松戸市立和名ヶ谷中学校 吹奏楽部 
[受賞歴] 
・吹奏楽コンクール千葉県大会 A部門 金賞 
・マーチングコンテスト千葉県大会 A部門 金賞 

● ところ 松戸市民会館 ホール 
● 入場料 無料 
● 一時保育あり（要予約） 詳細裏面 

お問い合わせ 松戸市 健康福祉部 地域福祉課  電話 047-366-3019 

開 演 

１3：00 

認知心理療法

の専門家。 

クイズも交え、

アットホームに 

お話し頂きます。 
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 ～ コンサート ～ 

〈松戸市立和名ヶ谷中学校吹奏楽部〉 
 「Never  give  up！～最高の舞台で最高の演奏を～」を 
 今年度の目標に掲げ、顧問の先生２名 
 と、３年生１３名、２年生８名、１年 
 生１７名の計３８名で活動しています。 
 吹奏楽コンクールはもちろん、マーチ 
 ングコンテストにも出場し、最高の演 
 奏ができるよう日々の練習に励んでい 
 ます。他にも地域の行事や訪問演奏な 
 ど、多くのイベントに参加しています。 

 

主催：社会を明るくする運動 松戸地区推進委員会 

松戸地区保護司会 

松戸市民生委員児童委員協議会 

松戸地区更生保護女性会 

松戸市青少年相談員連絡協議会 

松戸市少年補導員連絡協議会 

松戸市社会福祉協議会 

松戸市ＰＴＡ連絡協議会 

松戸市 

        ～ オープニングセレモニー ～ 
           第6６回「社会を明るくする運動」 
           松戸地区作文コンテスト受賞作品朗読 
           松戸市長賞  
           「居場所」源田 音葉さん 
           松戸市教育長賞 
           「スポーツで社会を明るく」 
            神代 美徳さん 

一時保育を利用される 
保護者の方へ 

受付期日:7月3日(月)～ 7月13日(木) 

申し込み:047-366-3019(地域福祉課) 

対象児童:１歳以上小学２年生まで  

 ※ 先着順の受付となります。 
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平成２９年度社会を明るくする運動（実施計画案）

団　体　名 日　時 会　場 事　業　名

推進委員会 （内容）講演会とコンサート

７月２２日（土） 松戸市民会館 「社会を明るくする運動」

講演会とコンサート

１３：００～ （昨年度参加者数）　推進委員会関係団体　６３２名　　

１６：３０ ①民生委員児童委員 （364名） ②保護司会 （52名）

     ③更生保護女性会　　 （26名） ④少年補導員 （31名）

⑤青少年相談員 （3名） ⑥社会福祉協議会 （33名）

⑦ＰＴＡ連絡協議会 （113名） ⑧事務局等 （10名）

（内容）松戸市内の中学校に通っている生徒を対象に、ふだんの学校

７月～８月 「社会を明るくする運動」 　　　　　生活や家庭生活の中での体験をもとに、犯罪や非行に関して

（夏休み中） 松戸地区作文コンテスト 　　　　　考えたことや感じたことを書いてもらう

保護司会 （内容）保護司・生徒指導主任の相互理解を深め、学校、地域との連携を

７月６日（木） 議会棟３階 保護司と中学校生徒指導 　　　　　図り、中学生の健全育成を図るための情報交換・懇談会

１４：００～ 特別委員会室 主任との懇談会 （参加者）　

１６：００ （中学生の非行問題に ①保護司会 ②各中学校生徒主任

ついて情報交換） ③保護観察官 ④教育委員会

⑤事務局

７月１５日（土） 馬橋支部 新松戸まつりにて広報活動 （内容）一般市民を対象に広報物の配布

（参加者）　　保護司会　　10名　　

備　　考
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団　体　名 日　時 会　場 事　業　名

５月２１日（日） 東部支部 第６５回東部地区グラウンド （内容）参加者に広報物の配布

保護司会 ゴルフ大会にて広報活動 （参加者）　①保護司会　　　　8名　　②グランドゴルフ参加者　　700名

７月中 各地区にて 各地区での催し物にて （内容）催し物参加者に広報物を配布

広報活動

６月下旬 市内８支部 ポスターの掲示 （内容）保護区内８支部にポスターを掲示

　　　　　

７月中 市内中学校 啓発活動 （内容）リーフレットを持参してＰＲ

民生委員児童委員 各地域で犯罪や非行防止 （内容）社明運動の理解を深めるともに、地域で各関係団体等と連携し

協議会 活動のＰＲ 犯罪や非行の防止活動のＰＲを実施

６月～７月 市内２ヶ所 （内容）町会単位などの小規模集会

更生保護女性会 １２月～３月 市内２ヶ所 ミニ集会の開催 　　　　　社明の広報ビデオを上映し、地域の参加者と意見交換

１０月７日（土） 松戸駅周辺 松戸まつりにて広報活動 （活動）松戸まつり会場で広報物の配布

～８日（日）

１０月２２日（日） 小金ふれあい広場 各ふれあい広場にて広報

１１月５日（日） 馬橋ふれあい広場 活動

１１月１２日（日） 矢切ふれあい広場

１１月１９日（日） 五香ふれあい広場

通年 晴香園 子育て支援活動 （活動）晴香園の花壇づくり

（内容）おえかきホゴちゃん　おえかきサラちゃん
　　　　　子供を対象にペンギンの絵を募集

各地区にて

７月～８月 各催事場 “日本中でおえかきホゴちゃん”

備　　考

７月中
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団　体　名 日　時 会　場 事　業　名

社会福祉協議会 ６月３日（土） 松戸市グランドゴルフ大会

にて広報活動

活動

６月１３日（火） 地区社協関係者連絡会

にてＰＲ

７月１日～３１日 総合福祉会館

青少年相談員 ６月３日（土) 松戸市民会館 親子手芸教室にて広報活動 （内容）参加者及び青少年相談員等に青少年の非行防止についてＰＲする

連絡協議会 ３０１会議室

８月１８日(金)～ 青少年キャンプ大会にて （内容）参加者及び青少年相談員等に青少年の非行防止についてＰＲする

８月２０日(日) 広報活動

８月５日（土） 青少年スポーツ大会にて （内容）参加者及び青少年相談員等に青少年の非行防止についてＰＲする

広報活動

（内容）市内１１地区で活動する地区活動でティッシュを配布し、PRする

少年補導員 ７月１日～３１日 市内一円 地区補導・地区会議にて 少年補導員の地区の集まりで啓発活動を行い、市民への啓発に

連絡協議会 （１１地区） 広報活動 協力依頼を行う。

理事会、評議員会にて広報

（内容）運動の主旨、月間中の行事を掲載し、ＰＲする。
なお、ＨＰにおいても「講演会とコンサート」のＰＲをする。

社協　７月号
ＨＰ 「社協だより」「ＨＰ」に掲載

（内容）社明のぼり旗を設置、運動のＰＲをする。また、社明運動のポスター
掲示や、社協車両に社明運動のマグネットシートをつける。

松戸運動公園
陸上競技場

（内容）理事・評議員・関係者に運動の主旨、強化月間についてＰＲ
６月　５日（月）
６月２６日（月）

社会福祉協議会
第１・２ボランティア室

鎌ヶ谷市
福太郎アリーナ

備　　考

栃木県塩谷郡塩
谷町　星ふる学校
「くまの木」

社会福祉協議会
第１・２ボランティア室

（内容）社明のぼり旗、横断幕を掲げ、参加者に広報物を配布(ポケット
ティッシュ200個)し運動のＰＲ
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団　体　名 日　時 会　場 事　業　名
　　

５月１８日（木） 松戸市民会館 ＰＴＡ連絡協議会総会 （内容）出席者に運動の主旨、強化月間についてＰＲする

ＰＴＡ連絡協議会 にて広報活動 （参加者）　各校代表者　　　　70名

６月２９日（木） 運動公園体育館 松戸市PTAバレーボール （内容）のぼり旗を設置、参加者にティッシュを配布しPRする

７月　６日（木） 大会にて広報活動 （参加者）各関係者　　　　　　500名

　　
１１月２５日（土） 森のホール 松戸市PTA音楽祭にて （内容）のぼり旗を設置、参加者にティッシュを配布し、ＰＲする

広報活動 （参加者）　各関係者　　　　　400名

備　　考
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