
平成２４年度 第１回パートナー会議議事録 
日時：平成 24 年 4 月 19 日（木）19：00～20：30 
場所：秋津小学校 2 階会議室 
司会：川井・鮎川   記録：久世 

【出席者】 
1 秋津小学校ＰＴＡ会長 桐生 康介 11 学校支援ボランティア 川名 和夫 
2 秋津小学校ＰＴＡ副会長 脇坂 祥子 12 地域住民 浦嶋  裕 
3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 地域住民 桑名 英一 
4 社会福祉協議会秋津支部長 原田 靖久 15 秋津小学校校長 福山 宗起 
5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 16 秋津小学校教頭 首藤 啓介 
6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 17 秋津小学校教務主任 町田 利章 
7 主任児童委員 玉井 恵枝 18 秋津小学校研究主任 川井 由紀 
8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 19 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 
9 学校支援ボランティア代表 笹川  満    
10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫  

 
※会議前に秋津小学校体育主任より、運動会の準備等について説明 
                                        

１ 校長あいさつ                                
   本校の教育に対して、日頃よりご協力いただきましてありがとうございます。お陰

様で平成 23 年度の教育課程を無事に修了することができました。今年は１年生 70
名全校児童 342 名、職員 20 名でスタートしました。子ども達の夢や希望を大切に

していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。 
 
２ メンバー自己紹介                                 
   自己紹介を行う。 
 
３ 委員長・副委員長選出 
   平成２４年度委員長及び副委員長は昨年度に引き続き以下の方が選出され、承認と

なる。 
   委員長・・・・桐生 康介（秋津小学校ＰＴＡ会長） 
   副委員長・・・橋村 清隆（秋津コミュニティ代表） 
          小関 秀夫（学校支援ボランティア代表） 
４ 委員長あいさつ 
   今年度も皆様と手を携えて頑張ります。 
   皆様のご協力をお願いします。これから相談やお願い等あると思いますが、１年間

よろしくお願いします。 
５ 事務局からの報告 
（１）平成２３年度第９回パートナー会議議事録および第３回学校運営協議会議事録につ

いて・・・資料１ 
   川合～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 
   町田～資料に基づいて報告 
（３）学社融合授業等の活動予定について・・・資料３ 
   町田～資料に基づいて報告 
   笹川～ボランティアの人選や人を集める関係で、少なくとも 10 日前までには知らせ

てほしい。 



   町田～早めにお伝えできるようにしていきます。 
（４）昨年度の校内研究の概要と今年度の研究の重点について・・・資料４ 
   川井～資料に基づいて報告 
    
６ 協議事項 
（１）平成２４年度学校経営方針について・・・資料５ 
   福山～資料に基づいて提案 
   玉井～評価の基準がわかりやすくて良い。低学年の子ども達は元気に挨拶をするが、

高学年になると、恥ずかしさなどから、挨拶が少なくなる。 

   川井～子ども達自身の評価では、良く挨拶できるとなっている。児童会でも挨拶運

動にしっかりと取り組んでいく。長い目で見守っていただき、地域の方から

も声掛けをお願いしたい。 

   笹川～挨拶は、まず家庭の中から励行していただきたい。 

   桐生～まずは私達親が手本をしめすようにしたい。 

   麻生～街のスローガンが地域に浸透するような取り組みも必要ではないか。 

   桐生～7中に進学した秋津小学校出身の子どもが打たれ弱いと聞いているのだが。 

   玉井～秋津小学校から進学した 2年生の男子数名が不登校となっているようだ。 

   桐生～大切にされるのは良いが、やや温室育ちになっているのではないか。集団生

活の中で競争心も育っていくとよい。 

   川井～本校の体育の研究にもかかわってくるが、教師主導ではなく、「子ども同士の

関わりの中で高め合える」子ども達にしていきたい。研究が 2 年目となり、

少しずつ成果がみられている。 

   鮎川～今年の運動会の準備も児童が主体的に行うとのことで、良い取り組みだと思

う。 

   川井～危険のないように進めていきたい。 

   福山～小学校と中学校との連携が大切であると考える。本校の児童については、学

習、運動、人間関係、規範意識など、様々なスキルを身につけられるような

試みを行ってきている。現在は不登校０を維持している。今後も長い目で児

童の成長を見守っていただきたい。 

    （１）については挙手多数により、承認。 

    

（２）議事録作成の当番について・・・資料６ 
   メンバーで当番制で議事録作成を行うことを提案し承認される。以下の人に決まる。 

４月：事務局（久世）、５月：斉藤、６月：笹川、７月：橋村、８月：桑名 
９月：玉井、10 月：浦嶋、11 月：山下、12 月：原田、１月：鮎川、２月：小関 

 
 
７ その他 
（１） 図書館・クラブボランティアについて 

町田～12 クラブを予定している。ボランティア募集要項を教頭と相談の上、全戸配 
布する。 

 
（２） ビオトープ改修作業について 

松田～大切に管理維持していく。 
    川名～少人数の学校職員しか参加していないのが現状である。無理なく、なるべく

多くの人に参加してもらいたいので、別に会議を設けてはどうか。 
    桐生～ビオトープ会議の件については後日検討したい。 
 



平成 24年度 第 2回パートナー会議議事録 

 

日時：平成 24年 5月 17日（木）19:00～20:00 

場所：秋津小学校 2階会議室 

司会：川井/桐生    記録：齋藤 

 

【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 和夫 

2 秋津小学校ＰＴＡ副会長 齋藤 いづみ 12 地域住民 浦嶋 裕 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 地域住民 桑名 英一 

4 社会福祉協議会秋津支部長 原田 靖久（欠席） 14 秋津小学校校長 福山 宗起 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃（欠席） 15 秋津小学校教頭 首藤 啓介 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教務主任 町田 利章 

7 学校支援ボランティア代表 玉井 恵枝 17 秋津小学校研究主任 川井 由紀 

8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子（欠席） 18 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満    

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫    

 

１．委員長あいさつ 

来週は運動会。地域の方のお手伝い、よろしくお願いします。 

 

２．校長あいさつ 

子どもたちは 26 日の運動会の練習に取り組んでいる。どの学年も成果が発揮できるように応援をお願いした

い。6年生が市内陸上大会に参加した。実花小学校に市内 16校、1500人が集まり各陸上種目が行われた。4

月より全職員で指導体制を組んでやってきて、フォームなどが良くなり、個人の記録は伸びが見られた。この

経験をこれからにつなげたい。 

 

３．メンバー近況報告 

玉井：学習支援より。2年生の生活課では例年通りお年寄りとの交流を行う。 

    1学期に給食会、2学期に交流会、3学期にありがとうの会を行う。 

    運動会では 1、2年生の競技のお手伝いに入る。 

 

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  首藤～資料に基づいて報告 

（２） 第１回学校運営協議会議事録について  首藤～資料に基づいて報告 

（３） 学校行事と学社融合授業等の活動について  川井～資料に基づいて報告 



（その他） 

桐生：学校で揚げているこいのぼりが劣化している。寄付があればお願いしたい。 

玉井：七中でもＰＴＡ便りなどで声を掛けていく。 

鮎川：市の広報誌などに掲載しては？ 

玉井：朝日新聞などで呼び掛けては。 

 

５．協議事項 

（１） 日曜参観計画について 

町田～資料に基づいて提案 

 

桐生：「担任は熱意をもって授業を行っていましたか」という質問はいかがか。 

玉井：担任の熱意が伝わったかということで良いか？ 

川井：そのように考えてもらってよい。 

福山：教師が掲げた学級方針、授業のねらいの部分を見てもらえるような評価にしては。 

小関：内容、良いと思う。評価については感じたままで良いのではないか。 

鮎川：地域は学級を選んで見て良いか。そうしないと評価できない。 

福山：各学級を回るのは時間的に難しいと思うので、どこを見るかは任せたい。 

 

（２） ビオトープ改修について 

首藤～資料に基づいて提案 

 

川名～ビオトープキックオフとなる第１回会議をＰＴＡ主導で召集してほしい。 

24年度はポンプ、池の補修を行いたい。無理のない長期計画で行いたい。 

予算、ＰＴＡからの補助金の確認。 →予算残高 8万円程度、補助金未定。 

維持費年間２万円はＰＴＡより出してほしい。 

 

桐生：果樹園の水道はどうなっているか 

川名：やる予定でいるが、体育館から取る事になり距離があるので協力がいる。予算は計上されていない。 

 

川名：果樹園のみかんの木が 3本、寒さのため枯れた。 

 

浦嶋：ビオトープ会議、今後のスケジュールを決めてほしい。 

桐生：6月 3日（日）9:00～10:00ＰＴＡ会議室で行いたい。 

 地域はビオトープ掲示板でお知らせ、ＰＴＡ会員へはおたよりを配布する。 

 

（その他） 

笹川：金環日食の登校について、曇りの時はどう判断するのか？ 

首藤：曇り、雤の時は通常登校。ただし遅刻扱いにはしない。金冠日食の時間は学校には入れない。 



（その他） 

川名：こいのぼりの撤収は学校の先生が手伝わないのか。 

首藤：前教頭にも確認したが、設置したところが撤収もすることとなっている。 

 

６．その他 

○ 学校の安全対策について 

首藤～資料に基づいて確認 

 

首藤：それぞれの団体において、門を開けたら閉めることを徹底してほしい。 

笹川：幼稚園の門を通勤、通学の人が使用している。注意をしている。 

久世：幼稚園でも保護者に向けて、門の開閉の徹底を呼び掛けた。 

    今後も折を見て、確認、声掛けを行っていく。 

橋村：コミュニティ総会でも徹底していく。 

 

○ 節電とクールビズ 

首藤～資料に基づいて確認 

 

首藤：クールアースウィークのため、第 5回パートナー会議は中止とする。 

橋村：改修工事以降、コミュニティの廊下の電気が昇降口までついてしまう。 

桐生：以前に比べると教室の夜間点灯が減っていると思う。 

橋村：節電が習慣になれば良い。 

 

以上 



平成 24年度第3回パートナー会議議事録 

 
                          

                         日時:6月21日(木)19～20:30 

                         場所:秋津小学校２階会議室 

                         司会:川井/桐生   記録:笹川 

 【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 和夫 

2 秋津小PTA副会長 斎藤 いづみ 12 公募による委員 浦嶋 裕 

3 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 13 公募による委員 桑名 英一 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 秋津小学校校長 福山 宗起 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃  15 秋津小学校教頭  首藤 啓介 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教務主任 町田 利章 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津小学校研究主任  川井 由紀 

8 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津幼稚園教頭  久世 弘美(欠) 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満 19   

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫(欠) 20   

 

 

1.委員長あいさつ 

  無事に運動会終えられ良かった。 来年は地域からの参加･綱引きなどの見直しで楽しさを増やしたい。 

 『ちいきのかぜがっこうのかぜ:第一号6/21付け』を地域一般にも配布(回覧形式)する。 

 

2．校長あいさつ 

  子供たちは短い期間の練習ながら､特にリズム運動で成果発揮していた。 クリーン作戦で校内外が 

  お陰様で整頓されてPTAに感謝したい。 ―学期も残り少ない中、子供たちが夢中で取組み･夢中になる 

  指導を先生方に呼びかけており､授業参観で成果を観て頂きたい。 

 

3.メンバー近況報告 

  浦嶋 : 鮎川さんが､まちづくり会議議長に就任。秋津祭り立ち上げ6/30開催､学校からの出席を要請。 

  山下 : コミュニテイ･ソフトボール大会7/119チーム･6ヵ所で開催。 

  麻生 : 2年生のお年寄りとの交流､うれしい出来事｢手紙の交換で子供から返信を親子で届け､ 

      お年寄りから喜ばれた｣。 

  鮎川 : 6/19｢船橋･市川･浦安･八千代など葛南地区学校支援コデイネイター講習会･ 

      20名参加｣に講師として参加｡秋津30周年記念誌も配布し地域活動状況を紹介した結果､好評だった。 

 

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        首藤～資料に基づいて報告 

  (2)これからの学校行事と学社融合授業等の活動について  川井～資料に基づいて報告 

    (3) 6/24日曜参観について                            町田～別冊資料に基づいて報告 

   名札の着用を忘れずに。地域の方々にも公開､評価は､実際に観た学級でお願いしたい。 

   懇談会は省略し､二学期以降に。 

  委員長:先生への励みになるようなコメントを期待します。 

    (4) ビオトープ整備･管理委員会より   首藤／川名～ 

     6/3開催結果､7/28土曜および29日曜いずれも９時から雨天決行で｢池のゴミ清掃｣と 

    ｢ポンプ設置｣で今年度の第一回ビオトープ修繕作業実施を決定。  

      PTA会長名で『ビオトープ便り』を発行し､広く多<の参加(20名以上)を呼び掛ける。  

      当該予算の残高確認を川名さんから委員長に有り、後日･確認知らせる。 

 



   (その他) 

     委員長  : 夏休み中の事故防止ついてPTAに呼びかけるが､学校からもお願いしたい。 

     橋村    : 恒例の夏休み中のラジオ体操は､例年通り開催する。 

     玉井    : 学校で揚げている｢こいのぼり｣の寄付を七中『虹』で呼びかけた。 

 

 

5．協議事項 

  (1)学社融合授業等の活動の実際と課題について 

  原田   :  協議提案の趣旨が不明。 

  委員長 :  最近､ビオトープと田んぼの作業関連でトラブル発生､横の連携が不足。 

  川名   : それぞれが良かれと思って活動しているが､事前の相談が欲しかった。 

  笹川   : 登校安全支援は｢地域の方のボランティア活動｣で実施中、応募者が無くこの３年間で２名(内一人 

          80歳女性)、最近､体調不良で活動不可の方が発生。他校ではPTAが交替で実施。PTAの参加を 

          お願いしたい。 

  委員長 :  PTA役員会で検討してみる。 

  鮎川   : 同じ場所で同じ人が実施で存在感が薄<､活動に入りたい人が参加しにくい雰囲気はないか。 

          メンバー間のローテションを検討してみては。 

  笹川   : 10名6ヵ所を､曜日分け分担。３名のみ毎日2ヵ所､4ヵ所を7名で分担しており、 

         ローテションは無理。 

 (その他) 

  PTAの運動会アンケート結果  委員長   ～  資料に基づいて報告 

   初めての試みだった｢飲み物販売｣、好評に付き来年も継続。 

   七中ブラスバンドの不参加  : 申入れが遅<日程調整が出来なかったので､来年は早目に申し入れる。 

 

 (その他) 

  ｢七中学区学習研｣主催12月秋津小で開催の｢海辺のコンサート｣について 

   岸PTA副会長から  :  鮎川まちづくり議長に実行委員会／運営委員会のまとめ役を要請することになった。 

   鮎川              :  それはおかしい｡あくまでも主催者側(学習研)が当然纏めるべきである。 

 

 

6.その他     次回は7/19木曜19時から。 ８月は休みです。 

 

 

  

 



平成 24年度第４回パートナー会議議事録 

 
                         日時:平成24年７月19日(木)19:00～20:30 

                         場所:秋津小学校2階会議室 

                         司会:川井･小関   記録:橋村 

 【出席者】 

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

2 秋津小PTA副会長 斎藤 いづみ 12 公募による委員 浦嶋 裕 

3 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 13 公募による委員 桑名 英一 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 秋津小学校校長 福山 宗起 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃  15 秋津小学校教頭  首藤 啓介 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教務主任 町田 利章 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津小学校研究主任  川井 由紀 

8 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津幼稚園教頭  久世 弘美(欠) 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満 19   

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(委員長欠席のため小関さんが代理) 

  小学校のホームページは毎月１回更新している｡ぜひ見ていただき小学校のいろいろな情報を参照し 

  ていただきたい。 

 

２．校長あいさつ 

  明日、１学期の終業式を予定通り迎えることになりました｡ 

  １学期は教育計画通りに推進することがで 

  きた｡先生と子供が一体となり取り組むことができ､またベテランの先生と若い先生が連携した形で進 

  めることができた｡ 

  いじめゼロ､不登校ゼロを目指して努めてきて､その成果を上げることができた｡ 

  防災については､東日本大震災を教訓として向山小学校への避難訓練を実施することができた｡ 

  先生が変わって､子供が変わって､充実した１学期であった。 

 

3.メンバー近況報告 

  ･浦嶋 : まちづくり会議主催で､８月６日から８月８日まで｢夏休み青空会｣を開催する｡ 

       一昨年一昨年と実施したが､好評だったので今年も繕続することにした。 

        町づくり広報誌は８月末までに完成予定で､全戸配布の準備を進めている。 

 

  ･橋村 : スポーツ指導員秋津地区主催のラジオ体操は７月21日～31日、８月21日～31日で開催する｡ 

       昨年は１日平均150名以上の子供と大人が参加した｡みなさんもぜひ参加して下さい。 

  ･麻生 : 2年生の学習支援は７月５日からスタートした。 

  ･山下 : 学校体育施設開放委員会は､クールアースウィーク(8月11日～8月17日)の期間は17時以降は 

       体育館の使用は見合わせる。 

  ･笹川 : 登校安全支援は､地域の方にボランティア活動参加を呼びかけていたが､ 

       今回桑名さんが応募してくれた｡４号公園の登校安全支援を担当してもらっている。 

 

 

 

 

 

 

 



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  (首藤 : 資料1を基に報告) 

 (2) ９月の行事等について                  (川井 : 資料2を基に報告) 

 (3) 日曜参観アンケート結果                (町田 : 資料3を基に報告) 

    ･評価項目③は､第３回パートナー会議で説明した｢日曜参観各学級授業のねらい｣では 

    ｢授業に対する担任のねらいは､達成できたと思いますか｣としていたが､アンケート印刷時に 

    昨年のものを使用してしまい､｢担任は熱意をもって授業を行っていましたか｣となっている。 

 

    .｢日曜参観各学級授業のねらい｣は、これを書くことによって自分が何をやるかを認識できて 

     良かったと若い先生から意見があった｡保護者にとっても参観する上で｢授業のねらい｣を確認 

     できた好評であった。 

    ･パートナー会議メンバーの感想では、｢分かりやすい｣｢工夫が見られた｣｢落ち着いている｣など 

     今後の励みとなる言葉が多かった。 

 

５．協議事項 

 (1)防災訓練(児童･園児合同引き渡し訓練)の実施について 

  ･資料４｢幼･小合同避難･引き渡し訓練実施計画｣、｢災害時における保護者等への引き渡しについて｣、 

  ｢防災訓練(児童･園児合同引き渡し訓練)の実施について｣を基に内容説明 (首藤教頭) 

  ・日時:9月５日14時～15時 

  ･場所:秋津小学校体育館 

  ･eライブラリー学校連絡メールサービス(連絡メール)、NTT災害伝言サービス､秋津小学校ホームペ 

   ージを利用して､訓練開始をお知らせする       

  ･今回も引き渡し訓練開始のメールを発信する 

  ･防災教育を２学期から立ち上げる予定である 

  ･防災教育は新しい着想でやってもらいたい  (小関) 

  ･保護者の意識改革も必要である       (玉井) 

  ･地域では地域防災マニュアルを作成する予定であるが､安否確認には子供のことも含めて盛り込む 

   必要がある                (鮎川) 

 

６．その他                

  ･ビオトープ改修作業について 

   ７月28日(土)、29日(日)に改修作業(池の清掃､ポンプの設置､ポンプ小屋の設置)を実施する。 

  ･節電について 

   昨年と同様に実施してい<。 

   ･放射能について 

   測定を実施したところ､春は0.68 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄであったが､今回は0.09 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄであった。 

 

                                          以上 

 

 



平成２４年度 第５回 パートナー会議 

            平成 24年 9月 20日 19:00～20:30 

            場所：秋津小学校 2階 会議室 

            司会：川井・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 一男  

2 秋津小 PTA副会長 齋藤 いづみ 12 公募による委員 浦嶋 裕(欠席) 

3 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 13 公募による委員 桑名 英一 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 秋津小学校校長 福山 宗起 

5 学校体育施設利用団体 山下 晃 15 秋津小学校教頭 首藤 啓介 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教務主任 町田 利章 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津小学校研究主任 川井 由紀  

8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津幼稚園教頭 井出 (代理) 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満(欠席) 19    

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫  20   

 ＊都留文科大学文学部社会学科 高木正志さん見学 

 

１． 委員長挨拶（桐生） 

7月は仕事の都合がつかず欠席し、申し訳ないです。10月に入ると秋津まつりがあります。 

後ほど協議事項でも扱いますが、宜しくお願い致します。 

 

２． 校長挨拶 

2学期が始まって 2週間。夏休み中、子供達は事故もなく過ごせたようだ。猛暑の中、地域で 

見守って頂いたお陰と感謝申し上げたい。 

実りの秋ということで、2学期は夏休みの体験を基に、実り多き学期にしていきたい。 

≪にがつき≫の 4文字を頭文字にした 4つのめあてを決めて、取り組んでいくことにした。 

めあてを各教室に掲示し、子供達の目のつくところにおいて、常に意識できるようにした。 

子供達自身が自ら進んで学習に取り組む姿勢を伸ばせるようご支援をお願いしたい。 

  

３． メンバー近況報告 

〇橋村：スポーツ指導員 

夏休みのラジオ体操を 7/21～31・8/21～9/1実施。大人、子供併せて 3400名が参加。 

  今年はロータリーで実施。例年よりしっかり体操をしてくれた。 

  残念なことは、6年生女子で最後まで体操をしなかった子がいたこと。保護者が付き添い 

  でいるにも関わらず、参加賞を配った最終日だけ来た子がいたことが残念だった。 

〇鮎川：まちづくり会議 

・コンテナ倉庫の片づけをし、ばか面の山車をしまえるように棚を設置した。 

・テックエステートの貢献備品として防災無線を 12台要望し、届いている。 

 学校でも使用してほしい。 

〇山下：学校体育施設開放委員会 

  10/7秋津まつり終了後体育館のワックスがけを予定。 

〇原田： 

  ・3年にばか面の指導を始めた。素直で上達が早い子が多い。 



・朝日新聞に学校運営協議会についての記事があり、活発な活動があるのは 15％程度とのこと。 

 →関連して小関さんより：岸さんがコミュニティーマスターを取得 

〇麻生：学習支援 

  10/10(水)4年生対象に人権教室を予定。幼稚園は 11月に親子対象で実施予定。 

〇鮎川：秋津まつり中央実行委員会 

  学区外の生徒数を教えてほしい。パンフレット配布の為。 

 

４． 事務局からの報告 

(１) 第 4回パートナー会議議事録について(首藤：資料１をもとに報告) 

・引き渡し訓練について：保護者の訓練に対する意識が薄いのではないか。(齋藤) 

  →アンケートを実施し改善を図る(桐生) 

(２) 学社融合授業等活動について(町田：資料２をもとに報告) 

(３) 体育科の公開研究会について(川井：別紙資料をもとに説明) 

・体力＋耐える力の向上をめざしてほしい。(原田) 

・教師側は生徒に成功経験を持たせたい。(川井) 

・勝敗、順位をつけるのか。(桐生)  

   →勝敗はつける。勝つことは成功経験であり、モチベーションを高める。(川井) 

(４) ビオトープ改修作業報告(川名：別紙をもとに説明) 

    ・２日間述べ６３名の参加。無事予定作業完了。ポンプも作動している。 

    ・ビオトープと田んぼの併用は難しい。田んぼへの肥料がアオコの発生につながる等。 

     来年度は肥料を使用しないで稲作を行うやり方を検討してみてはどうか。 

    ・漏水が見られるので、長期改修計画が必要。 

 

５． 協議事項 

(１) 秋津まつりへの参加について(首藤：『平成 24年度「秋津まつり３２」参加実施計画』参照) 

    ・川井：昨年、秋津っ子広場でのおつりのやりとりで問題があったようなので、大人が 

     介在した方がよい。 

    ・橋村：秋津っ子広場については、ルールを説明する。先日も話したが、まつりを登校日 

     にすることの意義を検討した方がよいのではないか。 

    ・桐生：四役会でも「登校日にしなければいけないのか」については話をしている。保護者 

     は曖昧さを感じている。 

    ・川名：登校日になったいきさつを知っている先生もいなくなった。町会に山車を引く子供 

     がいなくなり、解消策として、学校に集めたことが始まり。 

    ・桐生：魅力のあるおまつりだったら、子供も集まる。 

    ・山下：学校としては、何を必要として登校日しているのか。学校側のまつりでの学習目的 

     は何か。 

    ・橋村：コミュニティスクール研究指定校だったことから、地域と融合を図る行事として登

校日としたのではないか。一度リセットしたらどうか。 

    ・原田：地域と学校が一体となって、何かをすることは良いこと。パートナー会議としての 

     意見を持つことが必要。 

    ・鮎川：学校が郷土愛をテーマとして、登校日として参加させてほしいというのがきっかけ。 

     地域側からのお願いではないが、登校日にしたことにより、参加者が増えたことも事実。 

    ・桐生：今年度は登校日として実施。次回、今年度の反省も含めて再度検討する。 



（２）「海辺のコンサート」について（首藤：別紙『平成 24年度「海辺のコンサート」』参照） 

    ・10/13第 1回実行委員会 

    ・主旨がはっきりしていない。不透明な部分が多すぎる。 

 

６． その他 

〇井出：幼稚園 

 ・9/24,25鹿野山お泊り保育 

 ・秋津まつりにむけて、踊りの練習に励んでいる。 

 ・10/20運動会 

 ・10月次年度の園児募集 

〇首藤：安全支援ボランティアについて 

 ・篠田さんが退任。桑名さんが新規に活動して頂いている。 

   →篠田さんには児童会から感謝状を準備中（川井） 

 



平成 24 年度第 6回パートナー会議議事録 
 

                              日時:平成 24年 10月 18 日(木)19:00～20:00 

                              場所:秋津小学校 2階会議室 

                                 司会:町田･桐生記録:桑名 

 

【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 

２ 秋津小 PTA副会長 斎藤 いづみ 12 公募による委員 浦嶋 裕(欠) 

３ 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 13 公募による委員 桑名 英一 

４ 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 秋津小学校校長 福山 宗起 

５ 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校教頭 首藤 啓介 

６ 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教務主任 町田 利章 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津小学校研究主任 川井 由紀(欠) 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 

９ 学校支援ボランティア代表 笹川 満 19   

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 

  秋津祭りは天候にはめぐまれなかったが､参加者が多く盛り上がっていた。 

 

２．校長あいさつ 

  秋津祭りは盛況であった｡体育館での参観はいつもとは変わっていたが各学年ともによく取り組んで 

  いた。 

  2学期も半分過ぎたが､《にがつき》に取り組んでおり体育科公開研究会､授業参観などが予定されて 

  いる。 

 

３，メンバー近況報告 

  ･原田:秋津祭りは学校が参加したので盛り上がっていた。 

  ･麻生:今月 25日に２年生つくしんぼ体験が予定されており 12名の地域の方がおられ白内障の体験 

       が行われる。 

  ･鮎川:祭り実行委員会の立場から無事終わった｡今後の協力お願いします。 

  ･山下:小学生を対象にしたパークゴルフの集いが予定されているが応募者少ないので各学校へ参 

       加依頼をした。 

 

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(首藤:資料 1を基に報告) 

 

 (2) 学校行事と学社融合授業等の活動について(首藤:資料 2を基に報告) 

 

 (3) 秋津祭り反省について(首藤:資料 3を基に報告) 

   ･本祭り当日時間が遅れたことによる連絡網がうまくいかなかったなど変更があった事を伝えるの 

    が難しく､遅らせないで体育館は予定どおりに行うべきであった。 

   ･秋津っこバザーについて学校に問い合わせが多く対応に困った｡その原因は責任者がはっきりし 

    ないと思われる｡ 一 橋村:実行委員会に問い合わせていただければ済むはずです 

 

 

 



･秋津っこバザーで現金の取り扱いを子供にやらせるのはどうか｡ 一原田:小さい時からやらせる 

    方がいいと思う。  橋村:そのとうりである。 

   ･秋津祭り当日を全校登校日にしていることに関して先生方からは否定的な意見が多かった。 

    これについて多<の委員が意見を出された。 

    原田:バカ面を 2年生がやっているが総合教育としていい体験をして素晴らしいことである。 

      先生方に総合教育の大事さを伝えてほしい。 

    小関:登校日は先生方の負担が大きいのでないか。祭りは総合学習の一環として郷土愛を学 

    鮎川:登校日にする時に金銭感覚を学ぶのは目標であった。 

    山下:祭りの実施前に学校と実行委員会が相談してやればいいにではないか。 

 橋村:実行委員会はもっと学校､児童が楽しめるような祭りにすべきである。 

 

(4) １１月の授業参観について(首藤:資料 4を参照) 

 

(5)  平成 24年度学校評価計画(町田:資料 5を参照) 

 

学校運営協議会は 12月 3日 19時より行う。 

 

 

５．協議事項(海辺のコンサート)についてはこの会議が終了後に関係者で行う。 

 

６．その他 

久世:秋津まつりに幼稚園も体育館で PTAバザーに参加したがお客さんが多く感謝しています。 

園庭の開放を行っているが今まで問題がなかった。 

ところが今週 15.17日の朝ゴミが散乱していた｡誰がやったのかはわからないのですが皆さんも注 

意してほしい。 

 

以上 



［出席］

者】 

 

平成 24年度 第７回パートナー会議議事録 
            日時：平成 24年 11月 15日（木）19:00～20:05 

            場所：秋津小学校 ２階 会議室 

            司会：川井・桐生  記録：浦嶋 

 

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 

２ 秋津小ＰＴＡ副会長 斎藤 いづみ 12 公募による委員 浦嶋裕 

３ 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美(欠) 13 公募による委員 桑名 英一 

４ 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 秋津小学校校長 福山 宗起 

５ 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校教頭 首藤 啓介 

６ 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教務主任 町田 利章 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津小学校研究主任 川井 由紀 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子(欠) 18 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 

９ 学校支援ボランティア代表 笹川 満 19   

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（代理） 

  11月８日の公開研究会を他の公開研究会に出る機会がないが、自分なりに勉強させてもらった。この中 

  で２つ目標があったように思えた。①体力向上 ②ゲームを通じていたわり精神などを育む 

地域の方の見学が多いと、地域の特徴が出ていて良かったと感じた。 

 

２．校長あいさつ 

   二学期になり、これまで取り組んできた部活動など成果を発表する時期にきました。 

  11月 14 日、市内ボール大会が行われ、市内１６校 男子はサッカー、女子ミニバスを行った。６年生 

  が出場し、会場が本校であったこともありサッカーなどで盛り上がり、精神面での成長も感じられた。 

   公開研究会は先生の指導力アップに有意義であった。参観者からは、生き生き躍動感ある授業ができ 

  ていたような感想をいただいた。日常の授業の充実が体育にも生きていた。このような子どもたちの姿 

  勢をみて、先生の指導が向上しているように感じられた。 

 

３．メンバー近況報告 

・玉井:10月 25 日２年生のつくしんぼ体験を実施。 １２名の地域お手伝いがあった。11月 13日（火） 

      高齢者ふれあい授業があり、高齢者得意芸をみせてもらいました。今月 28日にもあります。 

  ・斎藤：秋津から仙台に越された方から連絡があり、震災を語り継ぐボランティア活動を行っている。 

被災された方がどのように逃げたか、報道されない避難生活を語り継いでい＜ボランティア活動を 

行っていて、習志野（秋津）でも行いたい。 

  ・原田：公開研究会を見た感想で、全体的に統制がとれていて、何より子供たちが楽しそうにやれていたのが 

良かった。思考能力が高まったり、体育は人間形成に良いと感じた。 

  ・山下:11月３日に利用団体の有志でお金を出し合って、体育館出入り口のカーペットを貼り直した。 

      前回の会議でパークゴルフ集いで案内出し２組申し込みを受けた。 11/18実施する。 

 

４．事務局からの報告 

    １）第六回パートナー会議議事録  （首藤：資料１を基に報告） 

    ２）学校行事と学者融合授業等の活動について  （川井：資料２を基に報告） 

 
 

 

 



 

斎藤：役員会で秋津っ子バザーの反省会を行った。 

   ・大人の目があったほうが良い。  

・お金について、持っていたお金、売上等記録できれば良いなどの意見あり。 

 

３）体育科公開研究会について  （首藤：資料３を基に報告） 

  ・秋津小は３年目になる。 

・参加者の内訳（市内外教員、県外から教育関係者、校長会、パートナー会議関係者） 

・参加者の批評箋より抜粋  

ア）男女間の仲が良かった。 

イ）校長会の意見として子どもたちの体育教育における基本的習慣が身についている、 

先生方の指示が明確で、的確、スピーデイーで関心させられた。 

・順天堂大学の今関先生が今の指導要領を作ってくれている。 

  ・アンケートをとったことの集計について報告（川井） 

   ＞平成 24年休育アンケート（意識調査）   低学年・中学年・高学年について要旨説明 

    他校でもアンケートとたことがあるが、ここまでの伸びはなかった。 

   ＞平成 24年体育アンケート（体力の伸び） 

    秋津小の中では伸びているが、４７項目 千葉県平均に比べ下回っている。 

    思考力、コミュニケーション能力を伸ばしていけるので教師も工夫していきたい。 

 

質問等 

    橋村：体力の伸び ５年男子の集計がおかしい。 

    川井：今年の六年に体力あるので、伸び率が高い。 

    桐生：オービックシーガルス 地域との関わりで良い。 

    玉井：茜浜でオービックシーガルスの体験会が開催されている。 

    斎藤：サッカーは高学年と低学年と交流できている（放課後）。 

    首藤：校庭の広さだけでなく、ボールなど、キブスなど PTA に資金協力してもらった。 

 

４）11月授業参観（町田） 

  11月 17 日に行われる、１年生～３年生・・・○○（レコーダ音がこもって聞き取れず）、 

  ４年生以上が２時間目、３時間目となる。道徳もあるので関心をもってみていただきたい。 

 
５）海辺のコンサート（首藤） 

  12月 2日に秋津小学校で実施。出演は、秋津小学校吹奏楽部、谷津南小学校音楽部、香澄小学校 

  音楽部、第七中学校吹奏楽部、 津田沼高校吹奏楽鄭、アンサンブルフオルテピアノなど出演。 

  チラシを配らせてもらったこと、出演者について説明。お手伝いについて PTA として吹奏楽の親 

  御さんに声をかけたら集まった。 

 

５．協議事項 

  桐生：習志野市Ｐ連加入について報告。 

     土曜に役員会を開き承認されれば、臨時総会にかけ加入が決まる予定。 12/12 頃臨時総会 

     を予定している。次回のパートナー会議で報告できれば良いと考えている。 

 

６．その他 

     12/3 第二回学校運営協議会が開かれる。 会長、校長が文科省から表彰を受ける予定。 

 

 



平成 24 年平度 第 8回パートナー会議議事録 
            日時：平成 24 年 12 月 20 日（木）19:00～20:10 

            場所：秋津小学校 ２階 会議室 

            司会：川井・桐生  記録：原田 

［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) 

２ 秋津小ＰＴＡ副会長 斎藤 いづみ 12 公募による委員 浦嶋裕 

３ 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 13 公募による委員 桑名 英一 

４ 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 秋津小学校校長 福山 宗起 

５ 学校体育施設利用団体代表 山下 晃(欠) 15 秋津小学校教頭 首藤 啓介 

６ 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教務主任 町田 利章 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝(欠) 17 秋津小学校研究主任 川井 由紀 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 

９ 学校支援ボランティア代表 笹川 満 19   

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫(欠) 20   

 

 1．委員長あいさつ 

  校門入口イルミネーション作成のお礼と紹介。 

  PTA 総会において、来年の新入生は１クラスのみになるので、役員の定数を検討することとなりまし

た。 

 

２．校長あいさつ 

  2 学期末までお陰様で小学校・幼稚園共に大過なく運営できましたこと皆様のご協力のお蔭と御礼申

し上げます。 

  また流行が懸念されているインフルエンザも影響を受けることなく過ごすことが出来ました。 

  挨拶運動も徐々にではありますが、全校生徒に浸透しつつあると同時に、体育の授業の充実でお互い

に助け合う気持ちが芽生えてきたと思います。 

 

３．メンバー近況報告 

 ・幼稚園教頭：昔遊びを 4年生と交流いたしました。12 月 4 日には父兄・地域の方の協力で餅つき大会

を行ないました。12 月 11 日には「おたのしみ音楽会」を行ないプロのホルン奏者にアルペンホルンと

言う珍しい楽器の演奏を聴いたり、地域の方の参加も頂き楽しいひと時を過ごしました。 

 ・麻生：毎年恒例の「なかよし交流会」を 11月 13 日、11 月 28 日に行いました。 

 ・鮎川：12月 2日の「海辺のコンサート」は地域の多くの方々の参加を頂き好評でご協力ありがとうご

ざいました。 

 

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：特になし。 

（２）学校行事と学社融合授業等の活動について：資料通り。 



（３）第 2 回学校運営協議会議事録について：文部科学省より平成 24 年度優れた「地域による学校支援

活動」推進にかかる文部科学大臣表彰を受ける。 

（４）1学期日曜参観・2学期土曜参観のアンケート集計結果：1学期 2学期大きな変化は見られなかった。 

 （原田）評価の悪い部分を探れば、改善すべき事項が見えてくるのではないか。 

（５）児童・教職員・保護者・地域のアンケート集計結果 

 （橋村・麻生・斎藤さんの意見もあったが、内容が掴み切れなかった。サポートお願いします。） 

（６）「海辺のコンサート」実行委員会報告 

  課題： ①継続か否か ②会場を固定出来ないか。七中ではどうかの意見あり ③お金の問題をどう

するか ④運営の方法；立ち上げは公民館→運営の実務は香澄・秋津で行う。以上の点を今後検討して

行く必要が明確になってきたようだ。 

（７）「ちいきのかぜ がっこうのかぜ」：特になし。 

（８）PTA 臨時総会報告：①役員の定数変更 ②パートナー会議への出席者を 1名にして欲しい。 

  しかし PTA からはある程度の人員が出席すべきではないか。 

 

５．協議事項 

 ① ３・１１の影響で U字溝と地面に段差があり危険である。修復すべきではないか。 

 ② 地域の団体が学校の施設に備品を置くケースが多くなっている。学校の運営に支障を生じるような

ケースがあれば、利用団体と調整する必要があるのではないか。 

 

その他：1月のパートナー会議は中止。 

 

 

 



平成 24 年平度 第 9回パートナー会議議事録 
            日時：平成 25 年 2 月 21 日（木）19:00～20:40 

            場所：秋津小学校 ２階 会議室 

            司会：川井・桐生  記録：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 和夫 

２ 秋津小ＰＴＡ副会長 斎藤 いづみ 12 公募による委員 浦嶋 裕 

３ 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 13 公募による委員 桑名 英一 

４ 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 秋津小学校校長 福山 宗起 

５ 学校体育施設利用団体代表 山下 晃(欠) 15 秋津小学校教頭 首藤 啓介 

６ 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教務主任 町田 利章 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝(欠) 17 秋津小学校研究主任 川井 由紀 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 

９ 学校支援ボランティア代表 笹川 満 19   

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 

  インフルエンザはそれほど広がらなくて良かった。PTA 年度末になり次期に向けて動きたい。 

  卒業式・記念品の準備を進めたい。 

 

２．校長あいさつ 

  立春が過ぎたがまだ寒い。パートナー会議も今回が今年度最後になりました。 

  ストーブや記念品を頂くことになりました。残りも少なくなりました。今日も 6年生は卒業式の練習

になりました。各学年もまとめと新年度の準備をしています。インフルエンザは一山越えた。市内では

A 型が下火になり B型が発症した。成果と課題を報告しますが教頭や秋津小の先生方は頑張っています。 

 

 

３．メンバー近況報告 

 ・幼稚園教頭：幼稚園もまとめに入り、卒園式の準備をしています。来年入園する園児の一日体験を予

定している。三代川さんの大根がありがたい。皆さんには感謝しています。一人一人の園児が成長が

早い。 

 ・麻生：「高齢者の交流会」ありがとうの感謝。とても大きな声で歌っていた。 

 ・原田：今年の 2年生は元気が良い。1時間の食事中「きょうりゅう」の話をしていた。子どもの夢は

「映画監督」になりたいと言っていた。 

 ・浦島：ウォークラリー3/23 復活する。「あきつ」「かすみ」合同で実施予定。NBS スポーツ祭りも実施

予定。  

・鮎川：3/10「防災講演会」を「ゆいまーる」で開催予定。講師は宮城県の被災者。 

・小関：「平成 24 年度学校総合マネジメント力強化セミナー」参加報告があった。 

 



４．事務局からの報告 

（１）第８回パートナー会議議事録について．．．．．．．．．．．．．．．．資料 1に基づいて教頭先生から報告。 

（２）学校行事と学社融合授業等の活動について．．．．．．．．．．．．資料 2に基づいて教頭先生から報告。 

（３）平成 24年度学校支援ボランティア活動報告．．．．．．．．．．．資料 3に基づいて教頭先生から報告。 

   ・ボランティアの方が辞めたとき、毎年やられているか、感謝状はやっても良いのでは無いか? 

→ 学校児童会から感謝状を考えている。 

   ・市内の取組とはどう違うのか? 

    → 教育支援システムがシステム化されており、継続している点。 

      図書支援ボランティアも図書の整理・蔵書点検など協力して頂いている。 

      また、環境支援ボランティアの方にはプール清掃もして頂いている。 

    ・鷺沼ではおやじの会が支援・協力して頂いているようです。学校によって少し違う。  

 

（４）平成 24年度学校参観者報告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．資料 4に基づいて教頭先生から報告。 

   ・教育委員会の訪問が少ないのでは? 

 

５．協議事項 

（１）平成 24年度の学校運営と課題について 

．．．．．．．．．．．．．別冊資料とパワーポイントで町田教務主任先生から報告。 

   ・橋村：言語活動の充実について「よむ・かく・きく・はなす」の重点付けが 

１組と２組(クラス(先生))が違う。 

      → 子ども様子を見て進めて(決めて)いる。また先生の個性もある。 

   ・斎藤：出来ている子どもと出来ていない子どもの対応は? 

        低学年は出来るまで待っている。高学年は声かけを多くしたりしている。 

   ・原田：話すことについて、いっぺん話す。チャンと聞くことが出来ない。 

保育所の例ではズーと話している。 

   ・笹川：家での教育だと思う。(家庭教育) 

   ・原田：アンケートは継続することが大事。 

   ・鮎川：「体力テスト」について→ 体力作りは進めて下さい。 

   ・桐生：教務主任の兼務は辞めてほしい。県に要望してほしい。 

         → 来年度向けて県に要望する(校長) 

 

６．その他 

  ○学校支援ボランティア参加申し込みについて．．．．．．．．．別紙資料に基づいて教頭先生から報告。 

  ○パートナー会議委員の公募のお知らせ．．．．．．．．．．．．．．．別紙資料に基づいて教頭先生から報告。 

    ○打ち上げ２/２８木曜日計画していますので多数のご参加をお願いします。 

 

以上 


