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T O G E T H E R  
W E  C A N  D O  I T

たいせつに
していること

　わたしたちが大切にしてい
ることは「はじけるような学
び喜び、ワクワクするような
探究の楽しさ、こみ上げてく
る感動」をこどもたちや若者
にどうやって提供するかとい
うところを真剣に向き合い考
えています。この活動を通し
て、こどもたちに伝えたいこ 

とは一緒にする「共育」で
す。近年は検索やネットでど
んなことも簡単に習得できま
す。「リアル」さを失い「答
えありきの学び」を得ている
と思うのです。わたしたちが
実践する社会教育/体験教育は
検索して出てくるような動画
や画像・意味・繋がりではな 

く、葛藤や苦難を乗り越えた
先にある、みたことのない景
色や、土の匂いや水の冷た
さ、人と手をつないだときの
温もりを伝えたいと強く思っ
ています。そして、何より大切
なのは、そうしたことを一緒
に実践したり、時間を共有し
共感・共鳴しあう「共育」 

を伝え、実践すべきと考えて
おります。合言葉は「TOGET 
HER WE CAN DO IT」。混
迷する時代だからこそ、学校
や家庭とは違う角度・場所
で、こどもたちと若者が中心
の「共育」アプローチを私た
ちから実践していきたいと考
えています。

わたしたちは、こどもたちや若者の生きるチカラを育み、地域や社会を巻き込みながら「教育のための

社会」を作るという目標を持って2010年から活動しています。自然体験活動や街探検、こども食堂、集

団遊び、農業・漁業・林業・サイエンスを使ったプログラムなど活動は多岐に渡ります。様々なフィール

ドを使って、豊かな人間性を育み、こどもたちや関わる人の感動体験を通して社会を変革しています。 

こどもたち・教育に携わる若者の育成の2つの両輪で「教育のための社会」実現に向けて活動しています。

Mission

ともかく忙しい 
放課後・土日をもっと
ゆっくり過ごしたいと
感じる小学生74.2%

自由に遊べる 
公園の不足 

“走るな”などの制限や多発
する不審者情報が激増!

繋がり 
家でひとり、いつもの友
達、集まってもみんなで
ゲーム。放課後に週に2日
以上が1人で過ごす

自分への自信 
自己肯定感は先進国のこど
もたちの中が最下位。勤勉

なのに…なぜ…

希望 
「将来への不安」 

「悲しさや憂鬱を感じる」
と答えたこども先進国で  

1番多い

共働き急増 
現在約1.200万人 

（20年前比：3割増加）

Issue
わたしたちが取り組む社会課題

教員を目指すもの
の体験・経験不足 
教員免許取得がゴールにな
り、志高い教員や自分で考
え動ける若手が不足

「もっと外で遊ぶ、つながる、安全に外で遊べる、身近な自然と触れる」「希望や自信を・勇気を使って欲しい。子育てのお手伝い」「コロナか禍で制約が強くなり、繋がりの
希薄化がさらに進む」「圧倒的にこどもと関わったことのない若者が教員へ」「失敗しないので経験値も大幅に不足」教育・こどもを取り巻く環境が大きく変わっています。



 

Vision

すべてのこどもたちに 

遊ぶ・食べる・学ぶ機会は 

平等に与えられるべきである。 

↓ 

教育のための社会 

こどもたちが真ん中の社会 

をわたしたちとみなさんと 

作っていく 

↓ 

時代に合わせた子育てのしやす

い環境や、こども・若者が少し

の勇気で大きな自信がえられる

環境を作り豊かな人間性育む。

future

1-3歳 
お母さんやお父さんと　
一緒にできることを増や
し。親子共に、他の親子
とつながることから人と
の関わりを得る。

3-5歳 
お母さんやお父さんか離れ
てできることを増やす。 
ちょっこと勇気を出して 
できることがたくさんあ
ることを知る。得る。

3-5歳 
外で遊ぶことを増やし、 
様々な土や空気に触れて 
抗体を作り、丈夫な体 
作りを推奨します。

6-9歳 
年下や年上のことを思い
やり、同じ年齢の仲間を
より大切にし、これまで
の挑戦からさらに飛躍で
きるものを増やす。

6-11歳 
人前で話をしたり、 
リーダーシップを発揮し
たり、プログラムのできた

とは違う部分も　　　　
伸ばしていく。

10-13歳 
大きな勇気も使ってみる 
自分にしかできない強さ
を見つけたり、様々な新
しいチャレンジ(やってみ
たい)を明確化していく。

11-12歳 
真似することではなく 
自分の強さや弱さも見つ
け、おもいやりとリーダー
シップを交互に使える人
材へと進化していく。

12-17歳 
クラブアトラクション以
外で得られることを見つ
け、自分を磨く。 

コロナ禍で特別に現在
は、中学生も受入を積極
的にしています。学校に行
きづらい、馴染めないお
子さんへの対応を問う団
体で実践しています。

18-20歳 
磨いた自分を仲間を見つ
けより、大きな挑戦を果
敢にし、生涯の仲間を見
つける。社会で自分がで
きることを考える。

20-22歳 
磨いた自分を仲間と共に
試す。精査する。より磨
く。社会に出た自分をイ
メージし、何ができるか
を問い、実践する

23歳- 
社会に出て、ここで得た仲間や能力をフル活用し大切にし
て社会を牽引する人材になる。親孝行。人を大切にする。 
教員を目指し、脅威になった学生たちは後輩指導や、先に
卒団している先輩たちと学校から教育のための社会実現の

リーダーとして粘り強く子どもたちに向き合う。

それぞれの年齢に合わせて、私たちが関われる中で目指したい人間像があります。3歳から23歳までの方々が社会や地域の方に理解されな
がら、彼らが輝き活動できる環境を整えることも当団体の使命です。

大学生 
リーダーとして 
の指導

Now
現在の団体の規模

コロナ前500人近くいたこどもたちの

数・リーダーの数は2020年4月時点には

一時120人になりましたが、2021年4月

現在でこども会員101名、大学生リー

ダーが152人になり、253人と理事合わ

せて262人で運営しています。
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 四季折々の
「やってみたい」
が盛り沢山!
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 こどもたちの
チャレンジを
いっしょに

学校の先生やこどもに関わる仕事を目指す教育学部系の大学生リーダーがお子さんの活動を支えてくれることも特徴です。
当団体出身の小中学校や幼保などの現場に、陸続と排出し、滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・愛知などで活躍して
います。 (学生さんが 1 5 2人所属・実際学校の先生 /幼稚園の先生になられた方は過去 5年で 1 2 0人を突破しました ! )

毎週、木曜日にミーティングを
行います。毎回100人近くの学

生が集まり企画会議をする他、
上級救命講習や様々なスキル
アップや安全のための研修の
他、視察やリハも行う徹底ぶり

当団体のリーダーさんは、
佛教大学・京都華頂大学・京都
ノートルダム女子大学・光華女
子大学・京都橘大学・大阪成蹊
大学・大谷大学などの学生さん
が所属しています。

自分の
「やってみたい」
を選べるのがいい!
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会員制度について 
(2021年4月1日改訂) 
当団体は会員制となっています。2021年度より改訂されました。新しい方法
で新しい制度になります。ご確認願います。新しい制度に関してのご質問や
お問い合わせはお気軽に事務局までご連絡ください。

初回事務手数料 
ご入会金 3.000円(税込) 

にこにこふれんずMAX 
(登録年度ごとの更新) 

幼児   　6.000円(税込) 
小学生   8.000円(税込) 
チーム  20.000円(税込)

キャンプ/セレクトふれんず 
(登録年度ごとの更新) 

幼児　   3.000円(税込) 
小学生　4.000円(税込) 
中学生　6.000円(税込)

■会員特典概要 
□すべてのプログラムが会員価格 
□人数制限の対象外(最優先) 
□夏休みや各キャンプの先行申込 
□振替制度が使えます 
□キャンセル料が不要 
□1人でもお迎え可能 
□登録/更新月からの日割計算で更新料
が柔軟にできます 
□お友達紹介いただくと1回分無料券を
常にプレゼントいたします(お友達が入
会されると(ごきょうだいでも可能)) 
□前日まで申込可能(要相談) 

■新”チーム”で登録 
ごきょうだいでもお友達でも可能です。
小学生2人&幼児1人 または 幼児4人 ま
たは 小学生3人 での申込が可能になり
ます。代表者の方が更新いただきみなさ
んで使えます。

■会員特典概要 
□自分で選択した2か月とキャンプが会員
価格 
□人数制限の対象(準優先) 
□夏休みや各キャンプの先行申込 
□キャンプのみ振替が可能 
■当団体のキャンプを初参加される時は自
動で初回事務手数料が本会員になります。
次年度よりはこちらの更新費用が必要。 

■新”中学生”が誕生 
中学生も参加したいと言う声を多くいただ
いており、昨今の状況を鑑みて、中学生も
参加していただけます。ただし、プログラ
ムによって実費分として中学生料金が必要
な場合がありますが、会員としての価格で
参加できます。

更新のお手続き手順

①通知 
団体公式LINEで 
更新のご案内がきます 
ご返信ください

②更新手続き 
更新料の振込をしてください。 
指定口座に指定期日までの振り込みをお願いします。必
ず、お振込後振り込み完了のお知らせをください。

③新年度のグッズがご自宅に届きます。 
新年度のファイル・名札・会報などが届きます。 
(更新手続きがプログラム直前の場合は当日にお渡しし
ます) ご確認ください。

④プログラムの申込 
団体公式LINEにて参加したい
プログラムを締切日までにお知
らせください。

ご入会手続き手順

①申込 
ご入会には登録が必要です。 
お子さんの情報などを確認させていた
だきます。

②入会手続き 
入会金と初回申込の振込をしてください。 
指定口座に指定期日までの振込をお願いします。必ず、お振込
後振り込み完了のお知らせをください。

③プログラムの申込 
団体公式LINEにて参加したいプログラムを締切日まで
にお知らせください。

④会員グッズがご自宅に届きます。 
会員のファイル・名札・会報などが届きます。
(入会手続きがプログラム直前の場合は当日に
お渡しします) ご確認ください。

ご入金/お振込先 

■滋賀銀行  京都支店 普通 921505   / クラブアトラクション 田中洋一 宛 
■三菱UFJ銀行 京都支店 普通 3170796 / タナカヨウイチ 宛 
■滋賀中央信用金庫  中主支店 普通 0094527 / タナカヨウイチ 宛 

のいずれかの口座を選択していただきましてお振込ください。 
振込手数料はお客様の負担でお願いします。


