
平成２２年度 第１回パートナー会議議事録 

日時：平成 22年 4月 22日（木）19：00～20：30 
場所：秋津小学校 2階会議室 
司会：白鳥・桐生   記録：林田 

【出席者】 
秋津小学校ＰＴＡ会長   桐生 庸介 学校支援ボランティア  川名 和夫 
秋津小学校ＰＴＡ副会長  滝口  恵（欠） 地域住民        浦嶋  裕 
秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 地域住民        伊藤 知通 
社会福祉協議会秋津支部長 原田 靖久 秋津小学校校長     菅   久 
学校体育施設利用団体   山田 成雄（欠） 秋津小学校教頭     山口 喜弘 
秋津コミュニティ代表   橋村 清隆 秋津小学校教務主任   山田 芳実 
主任児童委員       玉井 恵枝 秋津小学校研究主任   白鳥  了 
学校支援ボランティア   麻生美智子 秋津幼稚園教頭     林田 輝美 
学校支援ボランティア   竹林 輝夫 オブザーバー      車  育子 
学校支援ボランティア   小関 秀夫  

 
１． 校長あいさつ                                
   秋津３０周年の記念式典の準備をありがとうございます。当日はよい天気で迎えら

れることを願っています。 
   国体の年でもあり、子ども達にも動員の声がかかるかと思われます。 
２． メンバー自己紹介                                  

役職と氏名を自己紹介する。 
３． 委員長・副委員長選出                            
   今年度の委員長１名及び副委員長２名を選出する。 
   委員長・・・・秋津小学校 PTA会長        桐生 庸介 
   副委員長・・・秋津コミュニティ代表       橋村 清隆 
          学校支援ボランティア代表（情報） 小関 秀夫 
                                          
４． 委員長あいさつ                               
   桐生・・・（就任のあいさつ） 
                                          

５ ．  事 務 局 か ら の 報 告       

（１）平成２１年度第１１回パートナー会議議事録及び第３回学校運営協議会議事録につ

いて・・・資料１ 
   山田～資料に基づいて報告 
（２）年間学校行事予定について・・・資料２ 
   山田～資料に基づいて報告 
      今年度試行で、「秋津っ子祭り」は実施しない。 

（３）学社融合授業等の活動予定について・・・資料３ 
   山田～資料に基づいて報告 
   小関～「クリーン＆グリーン運動」について 
      回数や雨天の時の対応など、要望はないか。検討したらどうか。 
 



 
（４）昨年度の校内研究の概要と今年度の研究について・・・資料４ 
   白鳥～資料に基づいて報告 
 
                                          
６． 協議事項                                  

（１）平成２２年度学校経営方針について・・・資料５ 
   菅 ～資料に基づいて提案 

秋津の子ども達は優しく、いい子である。さらに、たくましさが育ってほし

い。今年度は、いろいろな可能性が考えられる体育の研究で「仲間づくり」「豊

かな人間関係」を目標に進めることになった。 
（２）『パートナー会議』運営要項について・・・資料６ 
   山田～資料に基づいて報告 

要項の内容について、一部見直す必要があると思われる。事務局で検討し、

次回の会議で提案し、審議する。 
（３）議事録作成の当番について・・・資料７ 

昨年度同様、当番制とする。できる限り、一週間以内に事務局へ提出のこと。 
【当番】 

   ４月 林田（事務局）       １０月 浦嶋 
   ５月 伊藤            １１月 玉井 
   ６月 桐生            １２月 滝口 
   ７月 車              １月 鮎川 
   ８月 原田             ２月 小関 
   ９月 橋村 

                           協議事項終了 
                                          

７ ．  そ の 他       

○ビオトープ工事について報告 

 山口～ビオトープの事業については、今年度も引き続き受けることができた。 

    5 月 21 日にフォーラムで、発表する際、教頭と一緒に地域の方 1名の参加を

お願いしたい。 

    ビオトープ改修工事は、継続でよいか。 

○平成２２年度「秋津小学校ホームページ変更」についての報告 

   小関～見てほしいので、より見やすく直した。子ども達が中心の内容のものがよい。

今後、子どもの行事の写真もうまく活用できないかと考えている。 

  ○学校支援ボランティアについて 

   

    

                                 以上終了 



平成 22年度 第 2回パートナー会議議事録 
日時：平成 22年 5月 20日（木）19:00～20:50 
場所：秋津小学校 ２階 会議室        
司会：白鳥・桐生  記録：伊藤        

【出席者】 
秋津小学校ＰＴＡ会長     桐生 庸介 学校支援ボランティア     川名 和夫（欠）

秋津小学校ＰＴＡ副会長    滝口  恵 地域住民           浦嶋  裕 
秋津まちづくり会議副議長   鮎川 由美 地域住民           伊藤 知通 
社会福祉協議会秋津支部長 原田 靖久 秋津小学校校長        菅   久（欠）

学校体育施設利用団体代表   山田 成雄（欠） 秋津小学校教頭        山口 喜弘 
秋津コミュニティ代表     橋村 清隆 秋津幼稚園教頭        林田 輝美 
主任児童委員         玉井 恵枝 秋津小学校教務主任      山田 芳実 
学校支援ボランティア     麻生美智子 秋津小学校研究主任      白鳥  了 
学校支援ボランティア     竹林 輝夫 オブザーバー         車  育子 
学校支援ボランティア     小関 秀夫  
 
※配布資料の訂正 
  ・第 1回議事録 出席者 秋津小学校 PTA会長    誤：桐生 康介  正：桐生 庸介 
   議事録の委員長・副委員長選出、ビオトープ整備・管理実行委員会名簿についても同上 
  ・秋津小学校ビオトープ整備・管理実行委員会規約 誤：資料５    正：資料６ 
 
１．委員長挨拶 
七中学区青連協の総会に出席し、多くの人々が参加している会があることを初めて知った。秋津小の

パトロールについても実施方法について再考したい。 
２．校長挨拶 （山口教頭） 
校長は復帰後いたって元気だが、食事制限中でもあり、しばらくの間は夜の会議には出席できない。

学校では 30 周年記念式典、田おこし、田植え、ばか面、そして運動会に向けてと、地域の皆さんの
支援を受けて生き生きと活動している。 

３ メンバー近況報告 
浦嶋：30周年記念式典は子どもたちの頑張りもあり、成功裏に行われた。今後もよろしくお願いしたい。 
麻生：2年生の支援は今年も例年通り 5回行うこととなった。7/5から開始する。 
車 ：地域と遊ぼうで、5月 30日にハイキングを実施する。 
山口：5月 26日（火）に文科省のコミュニティスクール推進担当が、「本当のところコミュニティスクー

ルはどうなのか」ということを聴きとりにくる。 
鮎川：30周年記念事業から 6月 5日、6日に谷津干潟祭りに模擬店を出す。秋津小金管バンドも 6日に

参加予定。 
原田：30周年記念式典は習志野市社会福祉協議会会長の海宝さんもよかったと褒めていた。 
林田：秋津幼稚園は年少が 27名に増加、年長 27名と合わせ 54名となった。6月から通常の保育時間と

なる。22日の運動会にも踊りで参加する。 
桐生：運動会では PTA種目として綱引きを行い、当日も参加募集をする。地域種目には先生方も参加し

て欲しい。会場設営の手伝いは 7：20に体育館前に集合となっている。 
橋村：運動会準備は、手伝いにきても何もすることが無いといったことがないよう、説明後に開始する

よう徹底して欲しい。 
鮎川：秋津まちづくり会議が運動会の保険を契約した。対象は、児童、PTAを除く 30名。 
桐生：山口：運動会の昼休み 12：30 から、30 周年記念事業の一環として第七中学校マーチングバンド

の演技が行われる。また、午前の部の最後に秋津小金管バンドによる演奏が予定されている。 



山口：PTA行事部が 30周年記念横断幕をつくり運動会で校舎に掲示される。 
桐生：高知県いの町からコミュニティの見学にくるが、できれば昼休みに踊りを披露させて欲しい、ま

た、紙すきの町なので、紙で作った鯉のぼりも飾らせて欲しいとのこと。 
白鳥：運動会は 6：00 から正門のみ開門する。以前配布したプログラムの一部に変更あり。5 月 19 日、

秋津小から 6年生全員名が参加して陸上大会が行われ、女子が総合 3位入賞、男子も十分に活躍
した。 

４．事務局からの報告 
（１）第 1回パートナー会議議事録について、資料１をもとに報告（白鳥） 

・ 車さんの立場については、規約改正が成立するまでは「オブザーバー」としてお願いしたい 
（２）学校行事と学社融合授業等の活動について、資料２をもとに報告（白鳥） 

・ 親子清掃は、窓とか天井といった普段はできないところを親が、その他を子どもが行う 
（３）第１回学校運営協議会議事録について、資料３をもとに報告（白鳥） 
５．協議事項 
（１）学校評価について、資料４をもとに説明（山田） 

・ 学校運営協議会で配布したアンケートは昨年度のもので、参考資料として配布した 
・ 学校の「運営」（１）「教育方針や教育活動の様子をわかりやすく伝えているか」のアンケートは

先生に対してのみの質問にみえるが、アンケート対象者により文言を変え、右の表の○印の人が

答えられるようにする 
・ 評価の流れのうちパートナー会議は外部評価となっており、パートナー会議は第三者評価ではな

いという話が学校運営協議会であったが、学校内部ではないので、外部評価で問題ない 
（２）ビオトープ改修 資料６を元に説明 （山口） 

・ 規約に「管理」を追加。（第１条、第２条、第６条）（資料の第１条２～３行目「秋津小学校ビオ

トープ整備実行委員会」は 「秋津小学校ビオトープ整備・管理実行委員会」とする） 
・ 会計報告と会計監査報告（山田）が行われ、承認された 
・ 今後の作業予定は、改修事業の雨水貯留タンクの設置があり、予算措置を含め知恵を借りたい 
・ 実行委員会名簿に関して、実際に作業を計画・実施している人を副委員長とする案や、実際に作

業に参加していない人をどうするか等が検討された。パートナー会議を母体としていることから

メンバーは代わることもあり、今年一年をかけて実態をみながら考えていくことを、賛成多数で

決定した 
（３）「パートナー会議」運営要綱改正について （山口） 

・ 原案を作成してこの場でもんでもらおうと思ったが、意見を十分出してもらっていないため、こ

の場で改正点があればたたいてもらいたい 
・ 問題は「5 委員」のところで②の学校支援ボランティア代表は 3名となっているが、昨年度は 4
名おり規約違反の状態だった。支援システムが 4つだから 4名ということではなく、全体の代表
として 3名でもいいのではないか 

・ 全体として 20名程度として、それぞれの部分に人数を指定しない方式がよいのではないか 
・ 公募による委員は校長が面接をして決定しているが、運営要綱にはその旨明記されていない 
・ 校長が判断するということを明記すればよい 
・ 「各委員は、協議内容を出身母体に報告する」となっているが、支援ボランティアの場合の出身

母体はどこになるのかといった問題もある 
・ 形態を変えるごとに規約を変更するのでなく、校長の意向により追加したい人が出てきた時等に

規約の変更をしなくてもすむようにすべきだ 
・ 学校支援を若干名とするとか、委員長の推薦とかいったかたちも考えられる 
・ 2 の目的（役割）に述べられている項目（1）から（4）までが、重要度の順になっているのか、
それとも同列ととらえるかも含め、全体を見直す必要がある 

・ 事務局でまとめて案をつくってもらい次回以降も検討を続けることになった 
 

以上 



平成 22年度 第 3回パートナー会議議事録 
日時：平成 22年 6月 17日（木）19:00～20:50 
場所：秋津小学校 ２階 会議室        
司会：白鳥・桐生  記録：桐生        

【出席者】 
秋津小学校ＰＴＡ会長     桐生 庸介 学校支援ボランティア     川名 和夫 
秋津小学校ＰＴＡ副会長    滝口  恵 学校支援ボランティア     車  育子 
秋津まちづくり会議副議長   鮎川 由美 地域住民           浦嶋  裕 
社会福祉協議会秋津支部長   原田 靖久 地域住民           伊藤 知通 
学校体育施設利用団体代表   山田 成雄 秋津小学校校長        菅   久 
秋津コミュニティ代表     橋村 清隆 秋津小学校教頭        山口 喜弘 
主任児童委員         玉井 恵枝 秋津幼稚園教頭        林田 輝美 
学校支援ボランティア     麻生美智子 秋津小学校教務主任      山田 芳実 
学校支援ボランティア     竹林 輝夫 秋津小学校研究主任      白鳥  了 
学校支援ボランティア     小関 秀夫  
 
１．委員長挨拶 
先月、秋津小学校と地域の運動会２０１０が大した怪我もなく無事に開催できた。PTAとして引き継
ぎがうまくできなかったのと、準備期間が余りなくバタバタになってしまった。来年度には、きちん

と引き継ぎしたい。七中の体育祭を２５年ぶりに見学した。小学生と中学生の違いを改めて感じた。 
また、生徒どうし、組ごとに団結している姿を見て感動した。 

２．校長挨拶  
前回まで欠席したが復帰。体調も良くなってきている。食事制限で１０キロ減量に成功。運動会は競

技に参加せず見学に徹してきたが、徐々に体も動かして行く。ご心配をかけました。 
滋賀県の近江兄弟社小学校が午後より学校を見学。引き続きパートナー会議も見学します。 

３．メンバー近況報告 
車 ：6月 17日急遽東京MXテレビ『ガリレオテレビ』が「子供目線の都市づくり」をテーマに 
「秋津・地域で遊ぼう！色いろいろ水彩画教室」を取材。 放送日 7月 17日（土）20：30～ 
 21：00  再放送 7月 25日（日）8：00～8：30 

麻生：6月 11日 2年生の支援で例年通りスズムシ飼育開始。今年の 2年生は文章が自分の言葉で書け 
       ていて将来が楽しみ。字も上手。6 年生は福祉教育でボランティアをしているが、みんな、仲が

良くまとまっていてはっきりしていてとても良い。 
原田：6月 6日 習志野高校の｢これが吹奏楽だ！｣に裏方スタッフとして参加。習志野高校の生徒の挨拶

がもの凄かった。 
小関：秋津小学校ホームページを更新。PTA 発行の赤とんぼ、学校たより等。ファイルをデータで作成

したので見やすく綺麗にできた。トップページに幼稚園の紹介を張り付けた。是非、参照を。 
山田（成）：7月 11日 参議院選挙のため、10、11日の体育館の使用禁止。 
４．事務局からの報告 
（１）第 2回パートナー会議議事録について、資料１をもとに報告（白鳥） 
（２）学校行事と学社融合授業等の活動について、資料２をもとに報告（白鳥） 
（３）パートナー会議規約改正について。教育委員会、有識者の意見を聞いてからにしたい。（山口） 
 橋村：１０月まで車さんの立場（所属）を明確にしないのは失礼では？ 
 桐生：規約ができるまで、暫定的に前年と同じ学校支援ボランティアで。賛成多数で了承。 
（４）校舎耐震工事概要について、別紙をもとに報告（施設課伊藤、横山） 
   ・２カ年計画で今年度は A棟のトイレ改修を主で行い、来年度大規模耐震工事を実施する。 
   ・予算の都合で、築年数の古い学校を優先して耐震工事を実施する。 



   ・来年度は、６月上旬～１０月下旬まで、校舎の周囲に全部足場を組んで工事を行い、幼稚園園

庭のほぼすべてを使用する。 
   ・現場出入り口にガードマンを常駐させる。 
   ・コミュニティ出入り口、まちづくり会議倉庫は常時使用できます。 
   ・幼稚園通用口（青い門）は、使用できます。 
   ・仮囲いをするためビオトープへは、コミュニティからしか入れません。  
５．協議事項 
（１）学校評価について、資料（3）をもとに説明。（山田） 

・２０日の授業参観までに配布したい。 
・１学期中に回収し夏休みに集計して９月のパートナー会議までに報告したい。 
・教育用語が使用してあり、もう少し簡素化できないか？ 

     ⇒簡素化すると返答が曖昧になり、ぼやけてしまう。 
   ・地域の方々には、学校の教育方針がわからないが？ 
     ⇒『地域のかぜ・学校のかぜ』に明記して配布する。 
   ・教職員自身に宛てた評価にもつながっている。 

以上 



平成２２年度 第４回パートナー会議議事録 
日時：平成２２年７月１７日（木） 

１９：００～２０：３０ 
場所：秋津小学校 ２階 会議室 

                                  司会：白鳥・桐生 記録：車 
 
【出席者】 
1 秋津小学校ＰＴＡ会長 桐生 庸介 11 学校支援ボランティア 川名 一男 

2 秋津小学校ＰＴＡ副会長 滝口 恵 12 学校支援ボランティア 車   育子 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋 裕 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 公募による委員 伊籐 知通 

5 学校体育施設利用団体代表 山田 成雄 15 秋津小学校校長 菅    久 

6 秋津コミュニティ会長 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

8 学校支援ボランティア 麻生 美智子 18 秋津小学校教務主任 山田 芳実 

9 学校支援ボランティア 竹林 輝夫 19 秋津小学校研究主任 白鳥   了 

10 学校支援ボランティア 小関 秀夫 20   

 
１．委員長あいさつ 
谷津小学校 60周年（７/10）に参加。演奏、合唱が素晴らしかった。陶芸釜横を整理。 

２．校長あいさつ 
来週火曜日（20日）で１学期が終わる。大きな事故もなくありがたかった。秋津の 30
周年も秋津らしく良かった。少人数での練習では成果はなかな出ないなか、陸上大会

で女子 3位は健闘。 
３．メンバー近況報告 
 橋村：今週土曜日（17日）のワンディキャンプ 7月 10日〆切時点で 145名。 
 麻生：2年生の学習支援、今年は 7月 5日スタート。すず虫は、親子で 8月 3日に 15件 
    配る。 
 山田成：市民スポーツからラジオ体操は、7/21～31・8/21～31。自転車でなく徒歩で願

いたい。 
 車 ：「秋津地域であそぼう！」今年も算数・数学、夏季講習有り。 
４．事務局からの報告 
（１）第３回パートナー会議の議事録について （資料１をもとに報告） 

学校評価のアンケート、学校支援ボランティアと地域の方に配っていないので他

の方に渡せる人は今日持って行ってほしい。 
（２）学校行事等の活動について      （資料２をもとに報告） 

夏休み映画大会の受付は 19：30ですが、詳細決まりしだい地域に何らかのかたち 
で広報する。 

５．その他 
ビオトープ改修・整備計画について別添資料をもとに川名氏より説明。 
・「パートナー会議」と「ビオトープ整備・管理委員会」の役割分担が明確になって 
  いなかったのでそれを整理した。 
・「パートナー会議」と「ビオトープ整理・管理委員会」の名簿が重複しているが、実 
  際には作業に関わっていない人の名前が載っている。関わっている人とそうでない

人の区分わけを明確にするのか、しないのかについては山口教頭より説明。 
 今後も、ビオトープの維持管理には経費がかかるがそれについては「パートナー会  
 議」で解決してこうとの確認がなされた。 
                                   以上  
 



平成 22年度 第 5回パートナー会議議事録 

 

 

１．委員長あいさつ 

8月 1日（日）小美玉市野田小学校から招聘あり、「コミュニティスクールをどうした

ら秋津のように運営できるか」について説明する。桐生・鮎川さん赴く。 

２．校長あいさつ（校長先生欠席、山口教頭先生代行） 

学校の不用と思われるものを整理したらトラック 3台分あった。印刷室等の片付けも

行った。スッキリしました。他砂場の枠も取り替える。 

補修工事は順調に進行している。 

３．メンバー近況報告 

鮎川：小美玉市野田小学校訪問の補足説明 

麻生：8月 4日、2 年生による恒例のスズ虫配布を行った。 

橋村：7月 24日、ワンデイキャンプは 154名参加（小学生 85名・未就学児 15名） 

8月 7日、日本………連盟より「秋津コミュニティ」表彰を受ける。 

伊藤：参加者 200名（夏休み映写会） 

山口教頭：出張旅費の支出は難しい。頂いた礼金の中で処理してください。 

４．事務局からの報告 

（1）資料１参照 

（2）資料２参照 

質問はなし。 

５．協議事項 

今回はなし。 

６．その他 

※8月 22日（日）各教室に扇風機を 2台設置するので協力依頼あり。 

※ラジオ体操に参加する子供たちに自転車利用が 15～20名位いる。自転車での参加は

しないように指導する。 

※4丁目に空き巣あり。露出狂が今年は多い。 



平成２２年度 第６回パートナー会議議事録 

日時：平成２２年９月１６日（木） 

１９：００～２０：３０ 

場所：秋津小学校 ２階 会議室 

                                 司会：白鳥・桐生 記録：橋村 

 

【出席者】 

1 秋津小ＰＴＡ会長 桐生 庸介 11 学校支援ボランティア代表 川名 一男 

2 秋津小ＰＴＡ副会長 滝口 恵 12 学校支援ボランティア代表 車  育子 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋 裕 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 公募による委員 伊藤 知通 

5 学校体育施設利用団体 吉川 真紀 

（代理出席） 

15 秋津小学校校長 菅   久/欠 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美/欠 

8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教務主任 山田 芳実 

9 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 19 秋津小学校研究主任 白鳥 了 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

 

１．委員長あいさつ 

18 日（土）に開催される第七中学校鳳祭でＰＴＡのお手伝いをします。お手伝いでき

る方はよろしくお願いします。 

２．校長あいさつ（欠席のため、山口教頭が代理であいさつ） 

始業式の時真っ黒な顔をした子供は少なかったが、３５１名元気に２学期を迎えるこ

とができた。夏休み中にＰＴＡに設置していただいた扇風機２４台は、まだ暑さが続

いているので子供たちの評判はいい。３０周年記念事業で２０台追加していただいた。

改修工事は９月一杯で完了する予定である。 

３．メンバー近況報告 

・浦嶋：秋津３０周年記念事業で扇風機を２０台設置した。 

  ・鮎川：扇風機の費用は、記念式典のご祝儀を充当した。 

４．事務局からの報告 

（１）第５回パートナー会議の議事録について （資料１をもとに報告） 

（２）学社融合授業等の活動について     （資料２をもとに報告） 

５．協議事項 

（１）安全支援ボランティアの再募集について 

・安全支援ボランティアとして登録している人は 21名いるが、その中で活動している

人は 11 名である。この 11 名の中からも活動できなくなりそうな人が出てきたので、

早めに募集を掛けたい。（資料３をもとに説明、竹林） 

  ・方法として募集の手紙を全戸配布する。 



・PTAで手伝いができるかを検討してもらう。 

・募集の手紙には、何をしているか具体的な内容を入れた方が、応募しやすい。 

・自分が出来る日を選べるような募集が良い。 

・事務局で募集の手紙案を作成する。 

６．その他 

（１）顕彰について（山口教頭が説明） 

・習志野市教育委員会顕彰規程推薦基準の第 3条の（４）に該当する人を推薦したい。 

・パートナー会議、学校運営協議会のメンバーは除く。 

・安全支援ボランティアで 5年以上活動されている方を推薦したい。 

・9月末までに山口教頭に連絡する。 

（２）学校評価アンケートのまとめ（山田主任が説明） 

・アンケートのまとめについての意見を 10月のパートナー会議で出してほしい。次年

度に向けた改善点、回収方法など何でも結構である。 

                                   以上  



平成２２年度 第７回パートナー会議 

            平成 22年 10月 21日 19:00～20:30 

                於：秋津小学校会議室（２階） 

            司会：山田先生・桐生  記録：浦嶋 

出席者 

1 秋津小 PTA会長 桐生 庸介 11 学校支援ボランティア代表 川名 一男 

2 秋津小 PTA副会長 滝口 恵 12 学校支援ボランティア代表 車 育子 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋 裕 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 公募による委員 伊藤 知通(欠席) 

5 学校体育施設利用団体 吉川 真紀（代理） 15 秋津小学校校長 菅 久 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教務主任 山田 芳実 

9 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 19 秋津小学校研究主任 白鳥 了 (欠席) 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

 

１． 委員長挨拶（桐生） 

秋津まつり大雨の中無事終わりました。雨の中混乱→対策を考えて来年以降に生かしたい。  

 

２． 校長挨拶 

前回幼稚園鹿野山でお休みさせていただいた、今週明後日は幼稚園運動会で皆様もよろしければ参

加願います。幼稚園は監査、訪問などで忙しくなる、 

学校の方は 11月特別支援学校との交流が３・４年中心に行う。就学時健康診断もある忙しくなる。 

 

３． メンバー近況報告 

・大雨の中秋津祭りご協力ありがとうございました。反省点来年以降につなげたい（浦嶋） 

・学習支援 2年生 11/10,11/8（麻生） 

・安全支援 民生委員一名応募あった、篠田さんは（当分二人にて）継続。 

・ 

４． 事務局からの報告 

（１） 第 6回パートナー会議議事録について・・・(資料１をもとに報告) 

（２） 学社融合授業等活動について・・・(資料２をもとに報告) 

10月～11月主な活動について説明 （山田先生） 

・韓国の視察団は？（原田）  牙山市（アサン市）市会議員、非公式 16名（山口教頭） 

・中津川市議会視察は良いが、クラブを教えているときどういう対応すれば？（吉川） 

普段通りに活動してください。（山口教頭） 

学校でまとめて用意できる資料はあらかじめ用意しておいてほしい（吉川） 

・7中職場体験は？（橋村） 職場体験で 2日間来る、今年は幼稚園。（山田先生） 

 

５． 協議事項 

（１）学校協議アンケート（資料３をもとに説明） 

（鮎川）質問 10、質問 12の否定的意見は少数だが学校も重く受け止め、また質問 6生命の大切さ 



も重く受け止めなければならない。聞く・書くことに関してはは継続して努力したい。 

地域回収率が低い、関わった時期が一回きりでアンケートを出すには時期的に無理ではな

いか・・というのが学校運営協議会で出た 

（橋村）先生方の回答が子どもたち、保護者より若干厳しい？ 

（鮎川）この内容だと基準・視点が定まらない、というのが学校運営協議会に出た 

（山口先生）細かい基準を設けるのは、このアンケートにそぐわないのでないか・・ 

（車） 逆に子どもたちに良く接触しており、普段から子どもたちを良く見ているのでは？ 

（原田）子どもと接していないでアンケート内容が地域の人に伝わるか？ 

（小関）一般論で教育用語は慣れない言葉、管理職の先生と普通の先生を見ながら支援するしかな

い 

    子どもたちと接して行かないと、どうやっているか具体的にわからない。 

 アンケートだけでどれだけ的確な判断ができるかは定かではない 

（吉川）学校支援ボランティアに対する質問みたいに聞こえる。他の人に回ってきていない。 

（鮎川、他）アンケートを配る期間が短かった、地域のアンケートの時期は変えてもいいのでは？ 

（桐生）質問がリンクしているところは、切り離した質問にすると、地域を独立させて行うなど 

わかりやすい質問でもいいのではないか？ 

（校長）いろいろな角度の見方があり、地域、教職員、保護者すべてに当てはめるのは多少無理な 

設問があるのは事実。やり方も考える必要もある。 

（山口先生）狙いは同じだが、地域には不要であったり、質問の内容、アンケートの配布先を変え

る 

などの工夫について 12月ころ検討したいと考えている。 

 

（２） ビオトープ改修（資料４をもとに説明） 

・PTAの賛同で、秋津まつりの中でぎんなん募金 17,613円 

・今後循環ポンプの工事に入る → 小屋のデザインを一般募集し、一般に浸透させたい。 

・貯留タンクの設置については、来年度の学校改修工事前までに工事を終えたい 

・夏の厳しい暑さで果樹園が痛めつけられたのに対し寄付金があった 

・PTA中心に呼びかけをしてもらい進めた経緯から、監査を PTAにやってもらう、PTA特に問題

なしで OK。整備・改修事業の残額としては寄付金(10万円)を含み、合計 185,176円。  

 

（３） パートナー会議の運営要綱 

学校運営協議会にて確認した事項について。 

・公募による委員の（含秋津小学校卒業生）は省く → 承認された 

・委員選出の、③委員長は事務局の作成した・・・・を基に委員を任命する・・・は、第一回会議

までに PTA が決まっているのでの委員長が第一回を招集し、目的は校長がリーダーシップを発

揮できるように定めることで承認された。 

・附則の②は、平成 23年 10月 21日（承認された日付）で決定。 

・学校支援ボランティアは 4ブロックのため 4名がわかりやすい、この中で代表を決定する。 

 

６． その他 

・放課後、５年生が和室を使っていて喧嘩になることがあるので注意を喚起したい。（車） 

                 以上 



平成２２年度 第８回パートナー会議 

            平成 22 年 11 月 18 日 19:00～20:30 

                於：秋津小学校会議室（２階） 

            司会：白鳥先生・桐生  記録：玉井 

出席者 

1 秋津小 PTA 会長 桐生 庸介 11 学校支援ボランティア代表 川名 和夫(欠席)  

2 秋津小 PTA 副会長 滝口 恵 12 学校支援ボランティア代表 車 育子(欠席) 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋 裕(欠席) 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 公募による委員 伊藤 知通(欠席) 

5 学校体育施設利用団体 山田 成雄 15 秋津小学校校長 菅 久 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教務主任 山田 芳実 

9 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 19 秋津小学校研究主任 白鳥 了  

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫(欠席)  20   

 

１． 委員長挨拶（桐生） 

寒くなってきて、自分としては快適な季節となってきた。 

先日教育展の手伝いに行ってきたが、作品が雑然と積み上げられていた感があり、もう尐し 

じっくり観られると良いかと思われた。また、その感想も伝えてきた。 

 

２． 校長 

今日ボール大会があり、女子のミニバスは優勝。チームワーク、技術面ともに圧勝。男子は 

1 回戦で惜敗。 

先週からマラソン練習が始まり、安全支援ボランティアの方々にはお世話になっている。 

明日、特別支援教育振興大会が秋津小で開催される。特別支援学級の子供達と交流することで、そ

れぞれの頑張りを見つけ、交流を育めるようふれあいを大事にしてほしい。11 月 26 日は就学時健

診。 

あと 1 ヶ月尐々、2 学期のまとめをしっかりしていきたい。 

 

３． メンバー近況報告 

・秋津まつり：2002 年より登校日として参加してきたが、今年度荒天であったことからいろいろ 

      問題点が浮き彫りにされた。今後、登校日とすることの意義を見直し、協議していく

予定。〈鮎川〉 

・学習支援：2 年生 11/10,11/24(交流会) 11/4(擬似体験) 〈麻生〉 

・30 周年記念事業：12 月 18 日(土)音楽亭 幼稚園プレールームにて〈鮎川〉 

・幼稚園：今日、親子人権教育。人権擁護委員の方、弁護士渡辺先生による、保護者向け 

     講演(30 分程度)、子供向けには教材を使ってのお話。〈林田〉 

・その他：11 月 11 日 5 年生感謝の会。餅つき、田起し共にスムーズに運べて良かった。〈竹林〉 

 

４． 事務局からの報告 

（１） 第７回パートナー会議議事録について・・・(資料１をもとに報告) 

（２） 学社融合授業等活動について・・・(資料２をもとに報告) 

５． その他 

（１）秋津まつりの登校日について   ･･･鮎川さんの近況報告をもとに意見交換 

   ～今年度雨の中での子供達の安全確保という点から、色々な課題が浮き彫り～ 

〈原田〉世代間交流が尐ない今日の現状の中で、まつりはすばらしい場。このままの 

    かたちで残して欲しい。 

〈橋村〉登校日はやめた方が良い。各自でまつりに参加すれば良い。 

〈山口先生〉問題点は問題点として挙げていく。給食の面、安全面等々・・ 



      例えば、昼食。教育課程の中で捉えれば、当然給食となるが、そのあたりも 

      地域との協議が必要。 

〈鮎川〉登校日であるが故に、まつりとして時間的な柔軟性をとることが難しい。 

    まつり実行委員会側と学校側との接点を決めておくことが必要。 

〈校長〉登校日としての良さと、問題点が浮き彫りになった。現在は良さの方が上回ると判断して 

    登校日としている。今後へ向けての参考として、意見を出して欲しい。 

 

(２) PTA より 〈桐生〉  

・マラソン練習およびマラソン大会で安全支援ボランティアの方々にお世話になっているが、保護

者へも声かけをすれば保護者も応援ができる。また試走の際も見たいという保護者もいる。 

〈山田先生〉マラソン練習では保護者が多すぎると、かえって危険なこともある。 

〈玉井〉 人数の確保等々、早めに準備をすれば安全支援ボランティアの方々と保護者が一緒に 

マラソンの見守りができるのではないか。 

 

(３)  外国語学習について 〈原田〉 

・内容的にはどういうものか？ 

〈山口先生〉文科省の教科書をもとに担任が中心となって ALT、学習ボランティアの保護者と共に 

      進めている。日常の会話が中心。ゲームの中で単語を発音したり、英語の歌を歌った 

      りしている。一度見学して頂きたい。 

 

(４) 安全支援ボランティアの募集について 

〈竹林〉 朝の登校指導のボランティアをまちづくり会議の掲示板、ポスター等で呼びかけてもら

えないか。 

〈鮎川〉情報ボランティアで検討する。 

〈山口先生〉ポスターを作成する。 

 

(５)  情報ボランティアより 

〈桐生〉 『地域のかぜ 学校のかぜ』を１回しか発行していないので、早急に発行したい。 

〈鮎川〉 今週土曜日に打ち合わせ予定。 

 

(６） 山口教頭先生より 

① ビオトープ会計報告( 収入のみ)  

今後は PTA 会計で会計処理を行う。 

②『地域のニーズを学校運営に生かす』( 資料配付)  

・コミュニティ・スクール指定が 21～23 年で、今年は中間点にあたる。次回の指定を受けるにあ

たり、相関図を見直していきたい。子供達の実態はどうか、地域のニーズはどうか等々、来年度

にむけて考えていって頂きたい。今後いろいろな場面でご意見を頂きたい。 

 

(７) 保護者の立場より 〈桐生〉  

・小中学校でのいじめによる自殺が相次いでいるが、秋津小でのいじめの現状はどうか。  

〈山口先生〉昨年度文科省へのいじめ報告は 1 件。今年度は沈静化し、本人は笑顔で登校している。 

      いじめはいつでもどこでも起こりうること。子どもと保護者のいじめに対する捉え方 

      のニュアンスが違うのも実情。人権教育として、広い意味で捉えることにより、人と 

しての尊厳を守ることを教えていきたい。また、生徒指導においても、授業の中で 

子供を認めるよう指導している。子供全員と面談し、必要であれば、アンケートの実 

施も検討する。 

 ＊＊『いじめ』とは本人がいじめと感じるものをいう＊＊ 

〈原田〉子供は「死」をどう考えているのか？「死」は怖くないのか？ 

〈校長〉「死」を知らない。 

〈麻生〉法務局での相談は子供からでも受け付けている。秋津小でも 12 月 2 日に人権教室を行う。 

〈校長〉いじめと思ったらすぐ学校へ相談してほしい。               以上 



平成２２年度 第９回パートナー会議 

            平成 22年 12月 16日 19:00～20:30 

                於：秋津小学校会議室（２階） 

            司会：白鳥・桐生  記録：滝口 

出席者 

1 秋津小 PTA会長 桐生 庸介 11 学校支援ボランティア代表 川名 一男 

2 秋津小 PTA副会長 滝口 恵 12 学校支援ボランティア代表 車 育子 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋 裕（欠席） 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 公募による委員 伊藤 知通 

5 学校体育施設利用団体 山田 成雄 15 秋津小学校校長 菅 久 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

7 主任児童委員 玉井 恵枝（欠席） 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教務主任 山田 芳実(欠席） 

9 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 19 秋津小学校研究主任 白鳥 了  

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

 

１． 委員長挨拶（桐生） 

寒さが厳しくなってきました。報告として、谷津南小のどひゃっと祭り・香澄小３０周年式典・

津田沼高校ミニ集会に参加してきました。また、当校マラソン大会ですが予備日の 12/10に無事終

わりました。レベルの高さに驚きました。ご協力ありがとうございました。 

来年早々、谷津干潟観察センターにて餅つき大会があり、PTAより餅つき道具の貸し出しをします。 

 

２． 校長挨拶 

ノロウイルスがようやく下火となってきました。この影響で幼稚園での餅つき大会は中止（保護

者たちにより別企画考え中）保健所の指導も入り、約１ケ月間ノロに振り回されました。 

来年度入学予定者数は５６人程度。２クラス編成となりそう。この傾向は数年続く模様です。 

ノロの影響で全てが遅れをとってしまい、学習のまとめ・面談・その他、先生方は大変な状況で

す。福岡県春日市から視察が入りました。竹林さんと篠田さんが教育功労賞を受賞されました。 

 

３． メンバー近況報告 

・“秋津地域で遊ぼう”は来週で終了するが、さっちゃん先生が冬季講習をやります。（車） 

・12/18“秋津音楽亭”午後 2時より幼稚園にて開催。是非お越し下さい。お手伝いも大歓迎です。

“３０”の文字の入ったイルミネーションは 12/24まで点灯。翌 12/25に片付け。（鮎川） 

・“地域のかぜ、学校のかぜ”次回は 3月に発行したい。（桐生） 

・果樹園作業スタートしました。ボラアティアだけでなく、６年生と一緒に来月には作業したい。

また学年別の看板を作ります。植える準備は８割がた終わっています。（川名） 

・七草マラソン（１月）サッカー大会（２月）へ秋津小からの多くの参加をお願いしたい。（白鳥） 

・学校からの依頼で“人権教室”を開催しているが、３～６年生非常に元気良すぎ。もう尐し人の

話を聞く姿勢が欲しい。ただ明るく色々と言い合える仲であるのは喜ばしいこと。（麻生） 

 

４． 事務局からの報告 

（１） 第 6回パートナー会議議事録について・・・(資料１をもとに報告) 

（２） 学社融合授業等活動について・・・(資料２をもとに報告) 



５． その他 

～教頭先生より以下三点について～ 

（１） プール改修工事（１２月下旪～３月上旪  月曜～土曜日） 

→プール中のペンキを剥がし、その後色塗り（別紙資料のとおり） 

 ・工事車両は３台程度。体育館前に駐車予定。土日についてはコーン等でスペース確保 

  してもらうよう伝える。 

 ・プール左端（サッカーミニゴール付近）に産廃用コンテナ設置とのこと。 

 ・体育館～昇降口への通路部分、諸々活動の妨げとならぬよう注意の旨伝える。 

 ・直接関係ないが、幼稚園テラス部分の土足厳禁。壁へのボール打ち禁止を徹底したい。    

 

（２） 校舎 B棟外壁塗装工事（平成２３年度 ６月中旪～１０月下旪） 

 ・１F和室天井剥してトイレ改修工事 

 ・昇降口の船が置いてある所の脇の柱、耐震工事 

 ・仮囲いは本年度と同じ 

 ・幼稚園園庭が資材置き場 

 ・工事に伴う校内施設利用可否については別紙参照 

 

Q.校舎自体の耐震工事は無いのか？ 

A.昇降口の船が置いてある所、脇の柱と幼稚園遊室の柱・壁のみの補強で間に合いそうだ

とのこと。 

 

Q.和室天井のみ剥がすのか？小会議室天井は？ 

A.和室のみ。小会議室は対象外とのこと。 

 

    Q.各教室天井・照明などの改修は？ 

    A.対象外とのこと。 

 

   ※当初と違い、あまり大規模な工事にはならないようです。また、工事に伴い昇降口に置い

てある船を移動しなければならないが、船自体がかなり老朽化しており、処分するのであ

れば資材課で行うので寄贈者へその旨連絡してほしいとのこと。 

    →宮崎先生の時代に寄贈されているはず。確認してみます。（車） 

 

（３） 学校評価項目の見直しについて 

 ・添付資料参照のとおり。地域・保護者については年度末に１回とする。（昨年度同様） 

・無記名での書き込みアンケートを配布。今年中に提出をお願いしたい。 

 

以上 



平成 22年度 第 10回パートナー会議 

平成 22年 1月 20日 19：30～20：30 

会場：秋津小学校会議室（２Ｆ） 

司会：白鳥先生・桐生 書記：鮎川 

出席者 

１ 秋津小ＰＴＡ会長 桐生 庸介  11 学校支援ボランティア代表 川名 一男  

２ 秋津小ＰＴＡ副会長 滝口  恵 12 学校支援ボランティア代表 車  育子 

３ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋  裕 

４ 社会福祉協議会秋津支部長 原田 靖久 14 公募による委員 伊藤 知通 

５ 学校体育施設利用団体 山田 成雄 15 秋津小学校校長 菅   久 

６ 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆（欠） 16 秋津小学校教頭 山口 善弘 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教務主任 山田 芳実（欠） 

９ 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 19 秋津小学校研究主任 白鳥  了 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

１．委員長あいさつ 

秋津小も習志野かるた大会に参加。結果は、高学年団体４位。谷津干潟観察センターの餅つき大会へ

の協力をした。（ＰＴＡの道具の貸し出し・当日の手伝い）当日は、約 600 人の参加者あり。地域と

しての関わりが大切、今後も協力して行きたい。 

２．校長あいさつ 

インフルエンザが、流行している。学級閉鎖校も増えているので、注意して行く。七草マラソンは、2

年生が、活躍。2月の市民駅伝へ、6年生が参加予定。女子サッカーは、メンバーがそろわずに断念。 

2月 8日に体育の研究協議会を予定（研究の第一歩を踏み出す）。研究には、市の近隣校が参加。 

３．メンバー近況報告 

・ 秋津コミュニティ・・・1月は、6市 2町村の教育庁関係者が訪問。 

             習志野市親子自作凧揚げ大会にて、賞を独占。 

・ 2年生の学習支援・・・2月 10日、4年生との交流予定。 

・ 果樹園支援・・・・・・12月中に苗の購入終了。 

・ 秋津まちづくり会議・・秋津音楽亭への参加、ありがとうございます。（秋津小・幼稚園） 

・ 秋津幼稚園・・・・・・園庭のＳＬが老朽化。子どもたちの安全のため、撤去を決定。提供して                                                                  

いただいた方々へ感謝。→残念。何か代わりを市に申請をして欲しい。 

４．事務局報告 

５．協議事項 

教育課程の詰め中・・・参考意見あれば、学校まで 

学校改修日程・・・秋津コミュニティ関係者への説明会を開きたい→2 月議会後に報告（現状として

は、予算が厳しいが耐震は最優先工事） 

         昇降口の船撤去の件→石橋校長時に入手したようだが、寄贈者は不明→撤去は仕

方ないが、歴史と言う形で、残して欲しい→撤去は、工事側がやる。 

６．その他 

秋津保育所・・・職員の駐車場として、10台程の依頼あり→結論：3月までは、数台程度の許可 

拡大研究会・・・（案内は無し）パートナー会議メンバーは、参加ください。 

学校訪問予定・・・佐倉市・日野市・佐賀県 



平成 22 年度 第 11 回パートナー会議 

平成 22 年 2 月 17 日 19：30～20：30 

会場：秋津小学校会議室（２Ｆ） 

司会：白鳥先生・桐生 書記：小関 

出席者 

１ 秋津小ＰＴＡ会長 桐生 庸介  11 学校支援ボランティア代表 川名 一男（欠） 

２ 秋津小ＰＴＡ副会長 滝口  恵 12 学校支援ボランティア代表 車  育子（欠） 

３ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋  裕 

４ 社会福祉協議会秋津支部長 原田 靖久 14 公募による委員 伊藤 知通 

５ 学校体育施設利用団体 山田 成雄 15 秋津小学校校長 菅   久 

６ 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教務主任 山田 芳実（欠） 

９ 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 19 秋津小学校研究主任 白鳥  了 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

１．委員長あいさつ 

2/8 開催された拡大研究協議会の報告 

・ 2 年･4 年･5 年生の授業を参観した。寒かった。体育指導を通してゲームの勝負にこだわるような

闘争心をつけた強い子に育ってほしい。 

２．校長あいさつ 

・ 本年度最後のパートナー会議。1 年間いろいろ有難う御座いました。 

・ 研究協議会は例年やっていた公開研究会の「総合的な学習の時間」から「体育」に本年度変更し

実施しました。 

・ 公開は出来ませんでしたが、「授業」をやって市内の先生方に意見を頂いた。参観された先生方の

意見は「何をやろうとしているのか」概ね伝わってきたとのこと。体育の授業についてこれから

も研究していく。 

・ 本校児童の実態として子ともたち同士のかかわり方が下手。トラブルに対しての対処能力が低く

苦手。そこでチームワークが必要なボール運動とかリレーを研究していこうとしました。当日い

ろいろと協力いただいた PTA の方に感謝申し上げます。 

・ 今学校はノロウイルスの流行も終わって、インフルエンザもなく平穏無事。あと一か月子どもた

ちの学習・生活面での指導のまとめをしていこうと思っています。 

・ 私も(校長先生)もあと一ヶ月で終わり。3 年間お世話になり有難う御座いました。また正式にご挨

拶いたします。 

３．メンバー近況報告 

・ 麻生さん・・・2 年生の学習支援について。2/10「あそぼう会」の学習支援報告。 

4 年生の学習支援 2/24「お年寄りの交流「ありがとう会」の予定。 

       人権教室の委員の感想・・秋津の子どもたちはお利口さん。 

2 年生では他校のようにテンションが上がらなかった。 

・ 竹林さん・・・1/26 市教委顕彰式の授賞式参加の報告。 

       支援ボランティアは 3 名で他は体育指導員が 47 名でした。 

       長くやっていただいているので表彰された。 

(他の団体:社会体育指導委員は期間が短い) 



・ 原田さん・・・幼稚園の 2/10 学習支援で不審者の役をやったが子どもたちは怖がらなかった。 

・ 鮎川さん・・・30 周年記念誌発行は 8 月上旬に延期。詳しくはポスターにて案内。 

４．事務局報告 

(1) 第 10 回パートナー会議議事録について････資料１に基づいて白鳥先生から報告。 

(2) 学舎融合授業などの活動について･････････資料 2 に基づいて白鳥先生から報告。 

           追加報告 3/7 学運協。3/30 離任式(当初は 3/31)                           

５．協議事項 

・学校評価について･･････資料「平成 22 年度年度末学校評価まとめ」に基づいて教頭先生から報告。 

        「６．結果」から詳細に説明あり。 

        グラフの表示や挨拶についてなど各委員より発言ありましたが割愛させて頂ます。 

６．その他 

教頭先生から説明・報告。 

・ タイムカプセルの報告 

・ 学校支援ボランティアについて 

・ 習志野市立秋津小学校パートナー会議委員の公募のお知らせ 

 (配付資料や配布時期などで教頭先生と別途打ち合わせ) 

・ 安全支援ボランティアの会議の案内・・・3/1 火曜日 午後 7 時より 

・ 平成 22 年度第 6 学年卒業記念植樹のお手伝いについて(依頼)･･･のお願い 

桐生委員長より 

・ 3/18 金曜日 7 時よりお疲れ様会開催予定。是非参加をお願いします。 

以上 


