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┌─┐
｜１｜12/23「県・市町村青少年相談担当職員研修会」定員増で受付継続
└─┘━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　参加希望者が多いので、定員を増やしました。
　　　申込み受付は12月16日まで、下記方法でお願いします。

　　【研修会の概要】　　　
　　　　日時　１２月２３日（木）　13:00～16:00
　　　　会場　群馬県公社総合ビル　ホール（前橋市大渡町1-10-7）
　　　　テーマ　困難な状況にある思春期の子ども・若者支援
　　　　　　　　「社会資源の活用と支援連携の必要について」Ⅰ
　　　　　児童相談所の児童福祉司、スクールソーシャルワーカーの実践

　　　　内容　
　　　　　第１部　事例報告（６０分間）
　　　　　　①児童相談所における相談援助活動　
　　　　　　　中央児童相談所　家庭支援係補佐　三浦由佳氏
　　　　　　②スクールソーシャルワーカーによる支援活動
　　　　　　　中部教育事務所　ＳＳＷ　　相﨑ゆ美氏
　
　　　　　第２部　意見交換（９０分間）
　　　　　　テーマ　「社会資源の活用と支援連携の必要について」

　　　　　　■進行役　ＮＰＯ法人リンケージ理事長
　　　　　　　　　　　　臨床心理士　石川京子氏
　　　　　　■報告者　高崎市教育センター　
　　　　　　　　　　　　嘱託職員（不登校対策担当）石井敏明氏
　　　　　　■助言者　みどりクリニック院長　鈴木基司氏
　　　　　　　　　　　中央児童相談所　三浦由佳氏
　　　　　　　　　　　ＳＳＷ　相﨑ゆ美氏

　　【参加の申込み】
　　　　定員　１８０名（先着順）＊定員を増やしました　　
　　　　方法　ぐんま電子申請受付システムで申込みください。
　　　　注）研修会の詳細は添付の実施要項をご覧下さい　　

　　【問い合わせ先】



　　　　児童福祉・青少年課　青少年育成係
　　　　　電話　027-226-2393　
　　　　　E-mail　kowaka-shien@pref.gunma.lg.jp

┌─┐
｜２｜1/9「第２回ぐんまの子ども・若者支援フォーラム」12/24まで受付
└─┘　講演「子ども・若者の今と未来」湯浅誠氏を是非、聴いて下さい
　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　困難な状況にある子どもと若者と次の道を一緒に探したいと願う人
　　たちが集まり企画し、県協議会と共催でフォーラムを開催します。

　　　重要なことは、支援を必要としている方と支援者がうまくかみ合う
　　社会の実現を目指して「支援者が繋がる」ことです。お互いを知るこ
　　とで、専門知識や活力を活かし合う必要があると考えました。
　　　それぞれの地域には支援の活動をしていらっしゃる方々がたくさん
　　います。具体的に知ることで強い味方を得ることになり、問題解決の
　　糸口が見つかると信じています。
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　フォーラム実行委員長　湯浅　やよい

　　　【フォーラムの概要】
　　　　日時　令和４年１月９日（日）13:00～16:00　（入場無料）　
　　　　会場　高崎市市民活動センターソシアス（高崎市足門町1669－2）      
　　　　内容　第２回ぐんまの子ども・若者支援フォーラム」
　　　　　　　～　支援を必要としている方と支援者が
　　　　　　　　　　うまくかみ合う社会の実現を目指して　～
　　
　　　【講演会】
　　　　　テーマ「子ども・若者の今と未来」　 
　　　　　講師　湯浅　誠氏（ゆあさ　まこと）
　　　　　／東京大学先端科学技術研究センター　特任教授
　　　　　／ＮＰＯ法人全国こども食堂支援センター　むすびえ　理事長

　　　　　　　1990年代よりホームレス支援・生活困窮者支援に従事
　　　　　　　2009年から3年間、内閣府参与　
　
　　　【分科会】
　　　　　講演会後、３会場に分かれて実施します。
　　　　　支援現場からの報告をもとに参加者と意見交換を行います。
　　　　　　①　多様な子どもたちの支援にススメ
　　　　　　②　あきらめたきもちから、立ちあがるきもちへ
　　　　　　③　居場所と社会参加

　　　【申込み】
　　　　　締切り　12月24日（金）まで
          方法　こちらからお願いします　　　　
　　　　    　   https //minamikaze2015.wixsite.com/home

　　注）湯浅委員長が上毛新聞「みんなのひろば」（2021年11月8日）で
　　　「子ども若者支援」と題して寄稿しています。
　　　　こちらからご覧いただけます

　　　　　https://www.jomo-news.co.jp/feature/shiten/338534

┌─┐
｜３｜12/23 ひきこもり家族教室『関わり方の工夫』こんなときどうする？
└─┘━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　ひきこもり支援センター（県こころの健康センター内）では、ひき



　　こもりに悩んでいる家族を対象に家族教室を開催します。　　
　　　　
　　　家族教室では、ひきこもりに関する知識や情報、ちょっとした声か
　　けの工夫などを学びながら、家族自身の気持ちにゆとりを持つ機会と
　　なることを目的としています。
　　　家族教室で使用するテキストを県ＨＰで公開しています。
　　ひきこもりの当事者と関わる御家族はもちろん、支援者（支援機関）
　　の方も業務の参考にしていただければ幸いです。
　
　　　テキストはこちらからダウンロードしてください　
  　　https://www.pref.gunma.jp/07/p11710028.html#hikikomori
　　　

　　【家族教室】
　　　　教　室：12月23日（木）13:30～16:00
　　　　内　容：『関わり方の工夫』　～こんなときどうする？～    
　　　　会　場：群馬県こころの健康センター（前橋市野中町３６８）         
　　　　連絡先：ひきこもり支援センター
　　　　　　　　　専用ダイヤル　027-287-1121　

　　　初めての方は個別の相談を受けた後、必要に応じて教室をご案内し
　　ています。
　　　支援者の見学につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を
    考慮した上で受け入れたいと思いますので、希望される方は事前に連
　　絡をお願いします。

┌─┐
｜４｜1/14 令和3年度ひきこもり講演会（Web配信）のお知らせ
└─┘━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　こころの健康センターでは、ひきこもり講演会をオンラインで開催
　　します。
　　　講師は一般社団法人ひきこもりUX会議代表理事の林恭子さんです。
　　林さん自身も不登校やひきこもりを経験し、現在は支援者として活動
　　をしておられます。
　　　講演では、当事者そして支援者の両方の視点からお話をしていただ
　　きます。
　
　　　申込締切日：令和4年1月14日（金）＊予約期間を延長しています
　　　　　　　　
　　　動画配信日：令和4年1月18日（火）～令和4年1月31日（月）　
　
　　　申込みは、電子申請受付システムでお願いします。
　　　携帯電話等の端末にて下記のURLから、
　　　電話やFAX等でのお申込みはできませんのでご了承ください。

　https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5626

┌─┐
｜５｜1/20　ひきこもりＵＸラウンジｉｎ群馬
└─┘━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　　　
　　安中市では、昨年に続けて一般社団法人「ひきこもりＵＸ会議」と共
　催して「ひきこもりＵＸラウンジｉｎ群馬」を開催します。
　　この事業は、「ひきこもり」の当事者や家族同士、支援関係者同士が
　リラックスして出会い、対話交流ができるイベントとして県内に広く参
　加を呼びかけて開催します。
　



　　【ひきこもりＵＸラウンジin群馬】
　　　日時：2022年1月20日（木）13：30〜16：30（開場13：00）
　　　会場：Ｇメッセ群馬
　　　　　　　JR高崎駅 東口より徒歩約15分（高崎市岩押町12-24）
　　　参加費： 無料・申込不要
　　　内　容:
　　　　　第１部：当事者体験談（誰でも聴講可能）
　　　　　第２部：ひきこもり当事者会（性別問わず当事者向け）
　 　　　　　　　/ひきこもり女子会（女性（自認含む）当事者向け
 　　　　　　　　/つながる待合室（家族、支援者向け）など

　　　※申込みは不要ですが、会場定員に達し次第、入場を制限する場合
　　　　があります。予めご了承ください。
　　　※マスク着用など、コロナ感染拡大防止対策にご協力ください。
　　　※途中参加、途中退席でも大丈夫です。
　　　※新型コロナウイルス感染症の状況などで開催中止の判断をさせて
　　　　いただく場合があります。
　　　　中止の場合は、前日までに「ひきこもりＵＸ会議」ホームページ
　　　　（https://uxkaigi.jp）でお知らせします。

  　　【主催】（一社）ひきこもりUX会議
　　　【共催】安中市・群馬県社会福祉協議会
　　　【後援】群馬県・高崎市・富岡市・渋川市
　　　【問合せ】安中市役所福祉課社会福祉係
　　　　　（☎027-382-1111　内線１１９４）　 　
　　　　　
　　＜主催団体「ひきこもりＵＸ会議」について＞
　　　2014年6月発足。ひきこもりをはじめ、人とかかわる困難さ、居場
　　所のなさ、“ふつう”や“こうあるべき”と違うことー
　　さまざまな背景に起因する「生きづらさ」。
　　　そのすべてを「Unique eXperience(ﾕﾆｰｸ・ｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽ＝固有体験)」
　　と捉え、不登校、ひきこもり、発達障害、性的マイノリティなどの
　　当事者・経験者が、当事者視点で「生存戦略」提案・発信を続ける。
    
　　　活動の詳細はＨＰをご覧ください。
　　　　https://uxkaigi.jp　　　　 　　　　　

┌─┐
｜６｜群馬県消費生活センター「子ども・若者向け支援情報シリーズ３」
└─┘若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン・特別相談
　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　子どもや若者の消費者被害を減らすため、10月から県消費生活課と
　　連携して、毎月シリーズで支援情報を提供しています。
　　　今月のテーマは、令和３年度関東甲信越ブロック
　　「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン・特別相談」です。

　　「スマホの画面をタップしたら高額な金額を請求された」
　　「友人からマルチ商法に誘われ、断りきれずに困っている」など、
　　若者をターゲットとした悪質商法による被害が後を絶ちません。
　
　　　群馬県消費生活センターでは、
　　成人式や卒業・入学・就職シーズンに向けて、１月～３月に
　「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」を行います。
　　
　【特別相談を実施します！】★お気軽にご相談ください。
　　・期日：令和４年１月１１日（火）・１２日（水）
　　・時間：午前９時～午後４時３０分
　　・電話：局番なし　「１８８（いやや！）」



　　※詳しい内容はこちらをご確認ください（群馬県ＨＰ）

　　　　https://www.pref.gunma.jp/05/c0900486.html

　　★こまったら、まず相談！！　
　　　消費者ホットライン「１８８（いやや！）」

　　《お問い合わせ》
　　　　群馬県消費生活センター　０２７－２２３－３００１
　　　　https://www.pref.gunma.jp/05/c0900056.html

┌─┐
｜７｜民間活動団体　オルタナティブスクール「ネクステージスクール」　
└─┘━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　 　NEXTAGE SCHOOLでは、小中学生を対象に学びに対する能動的な姿勢
　　を促す「自己決定力」と、自らの力で課題と向き合い、それらを克服
　　していく「課題解決力」を育成しています。
　　　そのために毎回、授業の始まる前に子どもたちと教師との間で話し
　　合って、何をどう頑張るかを決めてから学習を始め、その結果がどう
　　であったかを振り返ります。
　　　具体的な学習は、一人一台のパソコンを使って基礎学習（５教科）
　　は学習ソフトを中心に、探求学習は文章作成やプログラミング等の
　　これからの時代に必要な学習を行います。

　　　平日昼間の「デイスクール」には、
　　『学校に行きたいけれど、なかなかうまくいかない』等の課題を抱え
　　た児童生徒が通い、基礎学習や探求学習に取り組んでいます。
　　　放課後の「アフタースクール」には、
　　『勉強がわからない』『もっと主体的に学びたい』等の課題を克服し
　　たいといったそれぞれの願いをもった児童生徒が来ています。

　　　私たちは、学校以外の学びの場で、子どもの個性に合わせた学習を
　　提供していくことで、不登校や学習意欲の低下の課題を支援していき
　　たいと思っています。
　　
　　「NEXTAGE SCHOOL（ネクステージスクール）」のＨＰをご覧ください。

　　　　https://schoolnextage.com/

　　　上毛新聞2021年11月28日付で紹介されたのでご覧ください。

　　　　https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/343391
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