




平成２５年度 第２回パートナー会議議事録 

 

日時：平成 25年 5月 16日（木）19:00～20:30 

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 9 学校支援ボランティア代表 笹川 満 

2 秋津小学校 PTA副会長 齋藤 いづみ 10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 11 学校支援ボランティア代表 桑名 英一（※） 

4 社会協議会秋津支部支部長 原田 靖久（欠） 12 秋津小学校校長 小宮 健 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃（欠） 13 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 14 秋津幼稚園教頭 久世 弘美（欠） 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 15 秋津小学校教務主任 川井 由紀 

8 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 16 秋津小学校教諭 榎本 玲 

※青尐年健全育成連絡協議会総会に出席 

１．委員長挨拶 

昨日、市P連の総会があり、秋津小の加入が正式に承認された。市P連三代川会長、市長からもオール習

志野として活動できることを嬉しく思うとの話があった。また、総会後に行われた歓送迎会でも皆さんからお

祝の言葉を頂戴した。 

 

２．校長挨拶 

青尐年健全育成連絡協議会総会に出席。 

 

３．近況報告 

麻生～今年も 2年生が育てた鈴虫を地域の方へ配る。 

笹川～14日校長発案により安全支援ボランティア 6名、給食で会食会をした。 

鮎川～地域の方へ運動会のお手伝いの連絡をした。 

 

４．事務局からの報告 

（１）第１回パートナー会議議事録および第 1回学校運営協議会議事録について・・・資料１ 

首藤～資料に基づいて報告 

浦嶋さんが一身上の都合によりパートナー会議委員を退任。 

公募による委員がいなくなるので改めて募集する。 

10月の議事録は浦嶋さんに代わり笹川さんが担当。 

ビオトープについては 22日の総会を受けて、来月のパートナー会議で提案。 

 



（２）学校行事と学社融合授業等の活動について・・・資料２ 

川井～資料に基づいて報告 

首藤～グリーン運動環境ボランティア 5名、たけのこおはなし会 6名、図書ボランティア 7名、 

安全支援ボランティア 6名と本日だけでも 24名の支援をしてもらっている。 

 

（３）図書ボランティアの活動について・・・資料３ 

榎本～資料に基づいて報告 

小関～図書館司書の資格は必要ないのか。 

榎本～必要ない。 

笹川～拘束時間は。 

榎本～１２：５０～１：２０、掲示物の作成などは午前中出来る範囲で。 

小関～蔵書数は？他校と比べるとどうか？ 

榎本～７～８０００冊。学級数児童数に応じた充足率は１１０％。 

鮎川～寄付は受け付けているのか？漫画などは？ 

榎本～寄付はぜひお願いしたいが古い本よりも新しい本を手に取る子どもが多い。 

漫画もはだしのゲンなど教育に活かせるものであれば良い。 

 

（４）日曜参観について・・・資料４ 

川井～資料に基づいて報告 

齋藤～七中体育祭の予備日と重なったが？ 

川井～来年は七中と調整したいが運動会の日程や学校説明会の時期などを考えると難しいところもある。 

麻生～先生も児童も声が小さい。 

桐生～発表が先生に向けてではなく児童に向けて出来ると良い。 

橋村～日曜参観は父親の参加が多くて良い。 

首藤～2学期の土曜参観は給食を用意する予定。 

麻生～高学年の保護者の私語が気になる。 

笹川～窓側にも詰めて中に入るようにしたら良いのでは。 

齋藤～引き続き役員会、PTA便りでマナーの向上を発信していきたい。 

 

（５）学校説明会について・・・別紙資料 

首藤～資料に基づいて報告 

麻生～相談窓口の資料をつけたのは良い。 

首藤～特別支援アドバイザーに来てもらって、学級の中で支援が必要な子どもにどのような声掛けをしたら 

良いかのアドバイスなどももらっている。 

 

5. 協議事項 

特になし 

 



6. その他 

○学校の安全対策について 

首藤～資料に基づいて報告 

先日、市の防災倉庫の発電機、チェーンソー、照明が盗難にあった。 

笹川～今朝、学校外で男子児童にビラを配って勧誘している男がいた。 

首藤～学校外での配布も許可をしている。学校の許可を得ているか確認してもらえたらよい。 

 

○節電とクールビズについて 

首藤～職員には放課後、職員室で仕事をするよう呼びかけ、毎月前年比マイナスとなっている。 

 

その他 

麻生～放課後、横断歩道のないところを横断している児童がいた。 

首藤～信号のある横断歩道を渡るように指導していく。 

鮎川～見通しの悪いところは車がスピードを落とせるような措置の要望をしていきたい。 

榎本～昨日の陸上大会では１００ｍ男子 1位、2位、ハードル男子 2位、ソフトボール投げ男子 2位の成績 

を収めた。女子も成績は奮わなかったが頑張っていた。長縄では両クラスとも記録を更新した。 

 

校長より（青連協総会後出席） 

１．学校運営協議会委員伊坂教授に会い、これまでの経緯と第 1回協議会の内容の報告をした。 

第 2回協議会出席の前に、公開研究会、土曜参観、パートナー会議へも来ていただけるとのこと。 

 

２．黄色い帽子について 

子どもたちの交通安全のために、現 2年生より、今後 4年間かけて 6年生まで黄色い帽子を被らせたい。 

 

以上 
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平成２５年度 第３回パートナー会議議事録 

 

日時：平成 25 年 6 月 19 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 秋津小学校 PTA 会長 桐生 庸介 9 学校支援ボランティア代表 笹川 満 

2 秋津小学校 PTA 副会長 齋藤 いづみ 10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 11 学校支援ボランティア代表 桑名 英一 

4 社会協議会秋津支部支部長 原田 靖久 12 秋津小学校校長 小宮 健 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 13 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 14 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 15 秋津小学校教務主任 川井 由紀 

8 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 16 秋津小学校教諭 渡辺 雅和 

 

川井先生議事進行 

１．校長挨拶 

梅雨のうっとうしい中、お集まり頂きまして有り難う御座います。台風が近づいているようで風のせいで水泳

(学習)ができませんでした。一昨日プール開きはさーと晴れて良い水泳日和になりましたが。 

今日は風が気温と水温を下げてしまって、あきらめました(中止)。今週は水泳無理と思います。 

台風が土日に過ぎてくれるとありがたいのですが(迷走台風のようですが)。 

大分日にちが過ぎましたが、運動会は皆さんにとてもお世話になりまして、大成功のうちに終りました。 

私も秋津小の運動会は初めてでしたが、一日参加して、こんな素晴らしい野運動会は初めてでした。 

特に最後の綱引きも感動しました。リレーを市長さんと見ていたのですが、本当に市長さんがレース直後に

アンコールと言いました。大人が頑張っていると子どもたちにも刺激になると思います。 

お手伝いして頂いているのは勿論、ありがたいですが、一緒に汗をかいている。これだけ多くの世代の人が

真剣に参加していることは子どもに良い影響を与えていると実感しました。 

今日の会議宜しくお願いいたします。 

 

２．近況報告 

久世教頭～秋津幼稚園です。いつも有り難う御座います。幼稚園も本年度、「挨拶」に力を入れています。 

 テラス側からの通園でしたが復旧工事のため、今年度は話し合って職員と玄関でしっかり受け入れして

います。 

年長さんらの挨拶について、ちょっとした上の子(年齢差)を見ているのだなと改めて感じました。今後も

挨拶を大人がするようにしたいと思います。園長先生から「自分の事は自分で出来るような子どもにしよ

う」という経営方針がありまして、今月は「大切な命は自分で守ろう」と交通安全についても安全協会の
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協力を得て実施しました。 

幼稚園の主な行事はお母さん方に、子どもたちに手作りのお祭りをやってくれるので、楽しい思い出を

作りたいと思います。 

小学校と同様にプール開きがあります。また何かあればお声をかけて下さい。 

 

桐生委員長挨拶 ～ 遅くなりました。雨の中ご苦労様です。運動会も無事終わりまして、後で役員会にアン

ケートをとりました。良かった点や悪かった点など集計が出ていますので、確認して頂けたらと思いま

す。 

来週ですが、秋津小 PTA とすると初めてなのですが市の行事に係わることになりました。 

6／25 フリートークがありまして、議事録の無い(会議で)いろんな意見や情報交換に参加しようと思いま

す。題名は「ようこそ秋津小学校!!」、30分くらい話してほしいと言われました。今から緊張しているのです

が。秋津小学校のために情報を入手してきます。宜しくお願いします。 

 

桑名さん ～  環境支援ボランティアから。5／22 日に、環境支援ボランティア、畑耕作部会及び果樹園部

会合同総会を開催しました。毎年 2 月ないしは 3 月にやっていたそうですが、今年は 5 月になりました。 

畑が 2 区画、空きましたので保護者優先で募集しています。 

 

山下さん ～  6／30「コミュニティーソフトボール大会」を毎年開催しています。秋津小・多目的広場と 6 ヶ所

で開催させて頂いています。秋津地区から2チームの予定でありまして、参加チームは市内で24チーム

400 人くらいです。 

 

鮎川さん ～  町づくり会議からですが。先日総会がありまして、町づくりとしてテーマを「挨拶運動」としまし

た。それについて皆様からいろいろとご意見を頂きまして、その場で結論が出せませんでしたが、 地域

の人も挨拶しやすいようにあちこちに看板とかあったら良いのでは無いかと委員の方から言われました。

前向きに学校と相談して、検討しますと言っておきました。時間があれば後で検討して、良いアイディア

があれば良いと思います。只、看板となると設置場所とか土地の問題とかいろいろと係わってくるので、

時間があれば議論してほしいです。 

連合町会さんが居ないので代わりに報告しますが、9/1 防災訓練をやることで、秋津小学校の体育館

と校庭、午前中は市が押さえているようです。まだ詳細は決まっていないのですが前の日は 1 丁目の盆

踊り、ラムサール 20 周年と後半行事が詰まっていまして忙しいようです。緊急時の対応など含めて今後

検討していきたいと思います。 

長いと(防災訓練)飽きるので、地震ですよと通報を自宅で身の回りをキチッとやって、各町会さんが状

態を調べて、集計をして、全体会議にするのが 11 時のようです。 

非常食は各地域で持っていますから、それを循環(消化)しなくてはならないので 1 時か 2 時くらいまて

押さえておかないと思います。 

 

山下さん ～  時間のことは 2 時でも５時でも良いのですが、市の行事と地域の行事がダブらないようにお

願いします。 
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川井さん ～   9/1 は草取りの予備日になっています。 

山下さん ～   正式には 8/31 なので予備日を変更して頂くようお願いしています。 

鮎川さん ～   草取りは何時から? 

山下さん ～   16時(4時)から。体育館を利用している団体を主にして、他それ以外の方たちにも呼びかけ

すると言うことですが、人数によっても器具とか内容によって、調整します。 

 

麻生さん ～   学習支援ですが、資料 2 にも載っていますが、2 年「なかよし給食会」15 名参加の予定で 

す。 

原田さん ～   交通安全についてですが。(集合住宅で)自動車が通る道で、子どもたちが自転車でバーと

通るのは非常に危ないと思います。1 丁目では駐車場で見えないところがありとても危険で

す。特に高学年の生徒が多いので注意してほしいです。 

斎藤さん ～   PTA バレーボール発足して 2 ヶ月過ぎました。部員 16 名で今日も練習しています。 

4 丁目に元市船バレーボールの方がおられ、監督をお願いし、指導にあたって頂いておりま

す。地域の方にもお声かけをしています。ママさんバレーに出れればと、思っています。 

お父さんや七中バレーボール部の卒業生の方も見に来ています。地域の方もちょっと体を

動かしたい、来てくれれば、いろんな練習が出来るので、地域にも浸透していけば良いと思

います。 

 

山下さん ～  コミュニティーバレーボール大会が市内で 12 月あります。13 チームくらい参加の予定です。 

小学生が 10 チーム、250 名くらいの参加があります。 

斎藤さん ～  5 月にもありましたが予備日と重なって出れませんでした。 

 

桐生パートナー会議議長議事進行 

４．事務局からの報告 

（１）第２回パートナー会議議事録・・・資料１ 

首藤教頭先生～資料１に基づいて報告 

・防災(放送)の件ですが 4 丁目・5 丁目が聞きづらいと言うことで、小学校屋上にスピーカー

を夏休みに設置予定です。 

・前回のパートナー会議は青連協の会議があり何名かは欠席･遅れてきました。 

・学運協の学識経験者として伊坂 千葉大学教育学部附属中学校校長(千葉大学教授)に

お願いしました。校長よりパートナー会議にも参加して下さいと要請をお願いしました。 

・黄色い帽子について。 安全のため、3 学年以降も黄色い帽子を被らせるように、PTA 役

員会にも了承頂きました。 

   原田さん   ～本の寄付について受けられますか ? 

首藤教頭先生～受けられます。出来たら新しい本がよいのですが。 

原田さん   ～どんなジャンルがよいのですか? 

首藤教頭   ～百科事典はそこ(会議室)に置いてあるが、他に置き場所がありません。 

鮎川さん   ～子どもの学習に役立つような本が良いのでは。 
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川井先生   ～図鑑などが良いです。 

原田さん    ～マンガはどうですか? 

首藤教頭先生 ～歴史のような本や新しい本が良いと思います。 

家庭で眠っているような本は人気が無いと思います。 

活用してほしいという気持ちには有り難いです。 

その他、ブックオフなどの話がありました。 

 

（２）学校行事と学社融合授業等の活動について・・・資料２ 

川井先生  ～資料 2 に基づいて報告 

7/9 2 年生の授業について 

 保護者の方々に協力を頂きたいのですが、参加が少ないならば、地域のボランティアの 

方に協力を頂きたいのですが。 

   桐生委員長 ～水泳教室のお手伝いについては ? 

   首藤教頭  ～今年はありません。今年は違うところのプールを使います。 

 

（３）５／１２授業参観アンケートより・・・・・・・・・資料３ 

川井先生  ～資料 3 に基づいて報告 

          アンケート回収枚数が1桁しか集まっていない。もう少し集まる努力を考えたいと思います。 

          自由記述、各クラスでどんなことが書かれていたのか、お読み下さい。 

   桐生委員長 ～提出数、少ないところは極端に少ないですね。 

橋村さん   ～本来ならば児童数数分あるのですよね。 

桐生委員長 ～回収の仕方なのでは無いか。箱に入れて終わりなので。 

ついつい入れないで、帰ってしまう。 

首藤教頭  ～市内の参観は土曜参観が多い。日曜参観によってお父さんたちの出席が高い。 

山下さん  ～アンケートの回収方法・手段を考えたら如何でしょうか ?。 

川井先生  ～回収時間は 1 週間あるのですが。 

桐生委員長 ～あらかじめ配っておけば、どこを見るかがわかるのでは。 

橋村さん  ～自由記述が多いので、1 から４の評価項目をつけたならば良いのでは。 

小関     ～事前に配布してよく授業参観資料を読んで頂いて、授業評価をして頂きたいと思います。 

首藤教頭  ～資料を事前に配っていると評価がしやすい。 

川井先生  ～懇談会に出るためにも授業参観が１時間なので、兄弟がいると授業を見ていないのに・・ 

懇談会の出席率については、お子さんと帰ってしまうので、7 人とか 8 人になる。 

1 年生は多い(懇談会出席率)。 

   原田さん  ～発表する声が小さい。 

   桐生委員長 ～はじめは声が大きいのだが、だんだん声が小さくなってしまう。  
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（４）ビオトープ整備・管理委員会より 

   桑名さんから報告。 

      ビオトープ作業は夏休みに実施予定。川名さんと連絡して決めます。 

   橋村さん ～ビオトープ、水が出っぱなしになっている。池が一杯で水が出ている。 

   桑名さん ～川名さんと本間さんで直して、ホースを外している。 

   橋村さん ～トイレと同じ原理で、水が一杯になると止まるのだが、壊れているようだ。 

           一回修理した方が良い。 

   原田さん ～果樹園の水道蛇口、散水するときには出し、止めるが蛇口が盗られ、水浸し。 

   首藤教頭 ～果樹園の水道のメーターはプールにつながっていると教育委員会から連絡があった。 

   鮎川さん ～町づくりに水道の蛇口予備があるので、もってきましょうか ? 

   斎藤さん ～次のパートナー会議が終業式前日なので、昨年と同様に参加連絡が出来ます。 

   首藤教頭～畑 1 区画空いています。6 月号の学校便りに募集記事を出しました。 

   久世教頭～幼稚園のお母様が畑を借りたいと今日申し込みがありました。  

   首藤教頭～空いた区画は草ボウボウでであった。 

返すときは綺麗に草取りして返すのが普通だと思いますが。  

   原田さん ～簡単だと思って畑を借りるが、手入れなど大変です。 

  

（５）秋津小の子どもたちの様子について・・・生徒指導主任 渡辺先生より説明。 

   4 月から重点的に取り組んできました。4 月は挨拶、5 月は清掃、6 月は室内での過ごし方。 

   挨拶について・・・まだまた指導が必要。こちらが(先生)挨拶をしても、話に夢中になっていて返事がない。 

              もう一度念を押すと(挨拶する)返事がくる。 

学校・家庭・地域の共通行動(目標)として進めていきたいと思う。 

   清掃について・・清掃の仕方については比較的徹底してきている。ただし、廊下にゴミを落ちているのを 

             後ろから見ていると、ゴミを拾う子どもは余りいないのが現状である。 

グランドを見てみると(月曜日とか)お菓子のゴミとか落ちていることがあるが、 

落ちているのを拾おうね」という意識がまだまだ(ない)と思いました。 

   6 月は(例年)雨が多いのですが今年は雨が少なかったので、教室内で業間・昼の過ごし方については大き 

な問題はなかった。 

ただし、廊下歩行についてはまだまだ、その都度その都度教師側から強い指導がないと徹底しない。 

学校内歩行は右側となっているが、公共の場での歩き方につながるように子どもたちには指導しています。 

     他に問題がいくつかあります。 

   ・クジラ公園の船の中にマジックでいたずら書きがありました。ごともから報告があって、 

用務員の成田さんに行ってもらってペンキで消してもらいました。 

   ・自転車で手放し運転をして骨折をした。自転車の乗り方についての指導は、学校でも家庭でも 

徹底していかないといけない思いますので、宜しく(指導を)お願いしたい。 

   ・登校指導に行った時、水(筒)を飲みながら歩いていた児童がいた。帰りも・・予想します。 

   ・時間を守ることについて子どもたちに話をしたのですが。 
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特に 3 時間目の始まり、昼休みが終わった掃除の始まり、掃除が終わった 5 時間目の始まり、 

「その時間をしっかり守ろう」と指導している最中です。 

子どもたちは素直なので意外と効果が直ぐに出ました。声かけしながら 1 年間指導を徹底していきたいと 

思います。 

･グランドでボールを使ったままで、片付けをしないのが続いたので、落ちていたボールは職員が職員室

に溜めている。1 ヶ月で 10 個以上になった。さらに一輪車も 2 台置いてある状況。ものを大切に先ほどの

公共物を大切にと、引き続き指導をしていきたい。 

   原田さん～挨拶・ゴミ・ボールについて感想がありました。 

 

5. 協議事項 

(1) 秋津まつりについて 

  資料<秋津まつりの実施に向けて>に基づいて小宮校長より、説明がありました。 

    主な内容 １．確認・改善の趣旨    

           ２．確認点･改善点 

     ・夏休み前に確認して前準備したい。 

     ・指示系統をしっかりしていこう。 

     ・金銭教育 

     ・ふれあい広場 

     ・昼食 保護者に確認。 

     ・山車と御輿はみんなでかつぐ。 

     ・ゴミ拾い。 

     ・ご褒美の金券に見合う活動をしよう。 

     ・小遣い 1,000 円 1 年も 6 年でも良いのか? 

    意見交換があった。特に決定事項無し。詳細省略。 

    ２９日に第一回まつり中央実行委員会があるので説明、検討予定。 

 

 (２) ミニ集会開催について 

    首藤教頭～民生委員さんとの話の中で話題になりました。平成 19 年度くらい迄は 1 月頃やっていた。

ミニ集会をやれていわれていたが、本校はパートナー会議が月一回(開催)しているので、

これがミニ集会に替わるものであると(教育)委員会に報告しています。 

もっと地域の方、保護者の方に集まってもらって、話し合いの場をもう一度やったらどう

かと麻生さんからいう提案がありました。パートナー会議主催としてやったらどうか。 

具体的なテーマとか時期は全く未定であるが。秋津小の中で、地域で何が必要なのか

考える場として開いたらどうか。 

昨日の PTA 四役会のなかで「保護者の意識をどう高めていくか」が話題となって、今

日民生委員の話し合いの中でも家庭教育、学校教育、地域のいろんな関わりをもう一

度見直していく必要があるのでは無いでしょうか。 

そういう中でミニ集会という形で秋津の町をもう一度考えたらどうでしょうか ? 
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「ご意見をお伺いして、学校としても生かしていきたい。」という趣旨の提案です。 

       桐生さん～今までの七中、津田沼高校のミニ集会は平日の午前中に開催されていた。 

              参加できる方の対象を決めないと、日程も組めないし、テーマも決められない。 

       川井さん～七中は青連協が主催としてやっています。 

       麻生さん～地域の方に今挨拶運動とかしていることを地域の発信の場としてミニ集会として 

              もっていけば良いと思います。 

       橋村さん～地域に発信としてやったら良い。「学校の先生の顔を覚えてもらう」ということでも良いと思

います。いろんなテーマを話し合っていったら良いと思います。 

       麻生さん～パートナー会議を行っているが、地域の方からは「何をやっているの ?」と聞かれます。 

       斎藤さん～保護者の方に、地域の方が何をやっているのか関心をもらってほしいと思います。 

       桐生委員長～内容について等は次回パートナー会議で検討したいと思います。 

     

6. その他 

○ 「秋津小学校と地域の大運動会 2013」の反省 

      PTA が纏めた、資料「運動会アンケート集計結果」により桐生委員長より説明。 

・ 場所取り 

・ 競技の点数がプログラムに掲載してほしい。 

      他細かいことは資料を参考にして下さい。 

 

   首藤教頭～体育主任の関先生が検討した結果を報告します。 

      ･ プログラム数が少ない。→ 希望数配布する。 

・ 未就学児童を早めにアナウンスする。 

・ もっと子どもたちが活動する場がもっとあったら良い。放送係を指導していく。 

・ 4 年生の競技のところで安全性が足りないのでは無いか。 

そうした、細かいところも検討して改善していきたいと思います。 

      子どもたちの活躍する場をしっかり確保していきたい。 

   橋村さん～5 時に来たのだが場所取りに並んでいるのを見て驚きました。 

   他委員よりも場所取りについては多くの意見がありました。 

 

○ 日本教育公務員共済会会報「きょうこう」に掲載された内容 

資料に基づいて首藤教頭より説明。 

    首藤教頭～いろんなところから連絡がありました。 

大分市別府市教育委員会から視察(依頼)がきました。また来週は府中第五小学校から 

校長先生はじめ、コミュニティースクールを始めるので、「秋津小はどうしたのですか」と 

来校予定があります。 

夏休みには滋賀県近江八幡市議会委員 11 名視察に来られる予定です。 

「秋津は秋津の独自性が・地域性があります。」といつも言っています。地域と学校が同じ

ように出発したことで、地域の方、保護者の方が学校をどうもり立てるかすごく意識されて
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いるという地域性が、今のコミュニティー・スクールに合致したのではないでしょうか。 

私たちの大事なことは、月一回のパートナー会議ということと、話をさせて頂いています。 

コミュニティー・スクールは学運協を2回でも3回でもやれば良いのですが、パートナー会議

が環境・安全・学習支援・情報のシステム化(教育活動推進システム)が出来ている事が、

長い間コミュニティー・スクールとして模範となっているのでは無いでしょうか、といつも話を

しています。 

私は去年来たところでまだまだわからない点もたくさんあるので、もしお時間があれば、い

きさつとか教えて頂きたいと思います。今後とも宜しくお願いします。 

橋村さん～配られている範囲は・・ 

首藤教頭～全国の小中校(3 万校) 

桐生委員長～斎藤さんから配られた PTA の広報誌(赤とんぼ)年 3 回作っていますが、1 号(1 回目)は 

先生の紹介と役員の紹介です。 

裏面に先生の写真とプロフィル書いてありますので、 

今までパートナー会議で配ったことは無いのですが、是非見て下さい。 

 

以上 



平成 25 年度 第 4 回パートナー会議議事録 

日時：平成 25 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・桐生 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 桑名 英一 

2 秋津小ＰＴＡ副会長 齋藤 いづみ 12 秋津小学校校長 小宮 健 

3 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 13 秋津小学校教頭 首藤 啓介(欠) 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校生徒指導主任 渡辺 雅和(欠) 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校研究主任 川井 由紀 

7 主任児童委員 玉井 恵枝    

8 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子  秋津小5年2組担任 平山 友梨 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満(欠)  環境支援ボランティア 川名 和夫 

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（委員長欠席のため小関さんが代理） 

本日の会議は盛り沢山なので簡潔に進めて生きたいと思います。 

 

２． 校長あいさつ 

秋津小に赴任して 3 ヵ月半立ったが、行事等が次々とあり、いつまでも慣れない学校だというのが今

のところの感想である。いろいろと支援していただく方にお礼をする時が無い状況であるが、お礼のひ

とつとして給食を召し上がっていただくことにもらうことし、先日実施した。これは 2 学期以降も継続して

実施していく。 

 

３． メンバー近況報告 

・久世：幼稚園は 1 学期は大きな怪我も無く、主な行事を終了することが出来た。秋津は開放的であ

るが、安全はだいじであるのでこのことに力を入れていきたい。 

・平山：うさぎが 3 羽生まれた。雄と雌は分けなければならないことが分かった。 

・麻生：2 年生のなかよし給食会は 13 名の参加があった。昨年と同様に鈴虫の配布を行う予定であ

る。 

・山下：学校体育施設開放委員会は、8 月 31 日（土）にグラウンドの草刈を行う予定である。まだ時間

は未定である。 

・齋藤：P 連の会合に 5 名参加した。「ようこそ秋津」と歓迎され、いろいろと質問があった。ボランティ

アの数の多さに興味を示していた。 

 

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 （川井：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）習志野市総合防災訓練について （川井：資料３を基に報告） 

・首藤、町田、渡辺が参加する。 

・8 月 10 日に秋津地域の防災訓練に向けて市役所危機管理室から説明会がある。できれば小学

校からも参加していただきたい（鮎川）。 

  （４）秋津まつりへの参加について（川井：資料４を基に報告） 

     ・秋津まつりに参加することの意義を親に知ってもらうことを目的に、資料 4 を配布する。 

     ・一芸大会には続々と申込がある。 

  （５）「第 3 回海辺のコンサート」第 1 回実行委員会の内容報告（川井：資料５を基に報告） 

     ・11 月 30 日に第七中学校で開催される。 

  （６）防災訓練（児童・園児合同引渡し訓練）の実施について（川井：資料６を基に報告） 

     ・保護者はメールを確認してから学校に来てもらうことにする。メールが無い人は13 時35 分頃に学

校に来てもらう。昨年は保護者がメールを確認してから学校に来た時にはほとんどの子供の子

供引渡しが終わっていたが、今年はそういうことにならないように徹底したい。 

 

５． 協議事項 

なし 

 

６． その他 

○ビオトープ改修作業について（環境ボランティア 桑名、川名） 

・資料を基に改修作業内容について説明があった。 

・実施予定日の 9 月 14 日（土）は七中の鳳祭がある。 

・作業日程は再検討するが、2 回に分けて実施したい。 

・とんぼ池だから毎年補修する必要は無い。 

・予算は 4 万円ほど残っている。 

・今年の改修作業計画は 6 万円位必要である。 

・昨年までのビオトープ整備実行委員会において PTA が毎年 3 万円支援することになっていたは

ずだが、どうなっているのか状況を確認してもらいたい。 

○ラジオ体操について（橋村） 

  ・7 月 20 日～31 日、8 月 21 日～31 日で実施する。 

○クールビズ・クールアースウィークについて（川井） 

  ・8 月 10 日から 8 月 16 日で昨年と同様に実施する。 

  ・17 時以降は学校施設は使用禁止となる。コミュニティルームも同様である。 

○秋津小学校ホームページについて（情報ボランティア 小関） 

  ・資料を基にホームページの概要について説明があった。 

 

                                       以上  



平成 25 年度 第 5回パートナー会議議事録 

日時：平成 25 年 9 月 18 日（木）19:00～20:30 

        場所：秋津小学校 ２階 9 会議室 

                    司会：川井・小関 記録：桑名 

【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 桑名 英一 

2 秋津小ＰＴＡ副会長 齋藤 いづみ 12 秋津小学校校長 小宮 健 

3 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 13 秋津小学校教頭 首藤 啓介 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 14 秋津小学校教務主任 川井 由紀 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校研究主任 岩田 桂祐 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津幼稚園教頭 久世 弘美  

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17   

8 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18   

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） 

協議事項もあり盛りだくさんなので、忌憚のない意見をお願いします。 

２． 校長あいさつ 

９月になり児童は元気に登校している。転入生が３名あった。夏の間キャンプ、ラジオ体操に参加して

いた。8/24 谷津干潟のイベントにも協力した。8/31 の草取りも盛んであった。9/1 市と合同で防災訓

練があった。体育館の鍵を地域の方が多く持っておられるので、いざの時直ぐかけつける必要がある。

避難先が向山小から自校の 3,4 階に変更された（市の判断） 

３． メンバー近況報告 

・ 久世：今週園長引率で 21 名鹿野山に行ってきた。１０月には運動会、秋津まつりバザーがある。 

・ 鮎川：まちづくりから、地域貢献によりテント４個いただき体育館においているのでいざと言うとき

に使用できる。 

  防災訓練を 9/1 に行ったが暑い時でなく時期検討したい。 

         車椅子で来られた方がいたがバリアーフリーになってないので体育館にはいれなかった。 

        秋津まつり、パンフレットできた。 

       海辺のコンサート、前回募金箱を置いたら結構集まったので今回も予定している。 

・ 山下：8/31 施設利用団体が参加して約１時間半校内の草取りを実施した（参加７０名 大人５０名 

子供２０名）。 

・ 橋村：キャンプの報告、けがなく無事終了。備蓄していた炊き込みご飯を使用した。 

      ラジオ体操の報告、参加は合計 3,773 人（１日平均 170 人）、市スポ指導員合計 220 人 

      体操中に先生が２名登校して駐車しようとすることあり。 

・ 麻生：鈴虫今年鳴くのが遅かった。 

・ 齋藤：バレー部、残念ながら１回戦で敗退。 青少年健全育成標語コンクールで最優秀賞をとる。 

・ 原田：あいさつについて、屋敷小の６年生の男子がいい記事を花咲だよりに出していた。 



・ 川井：きちんとあいさつできるには３年くらいかかる。 

 

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）学社融合授業等の活動予定について （川井：資料２を基に報告） 

（３）習志野市役所危機管理課主催の防災訓練報告 （首藤：資料３を基に報告） 

・習志野市の説明で津波だけでは茜浜の防波堤を超えることはない 

（４）防災訓練（児童・園児合同引き渡し訓練） （川井：資料４を参照） 

（５）ビオトープ整備実行委員会について （首藤：資料５を参照） 

・ 財源の確保難しい。徴収という言葉はよくない。組織等今の委員長と協議して進めてください。 

  （６）体育科の公開研究会について（岩田：資料６を参照） 

５． 協議事項 

秋津祭りへの参加について 

首藤：職員の人数少ないので PTA の役員さんのお手伝いをお願いしたい。 

鮎川：無線１台お渡しします。 

６． その他 

１１月の土曜参観について 

首藤：１６日午前に予定。                                                     



平成 25 年度 第６回パートナー会議議事録 

日時： １０月１７日（木）１９～２０：１０ 

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：敬称略】 

1 秋津小学校ＰＴＡ会長 桐生 庸介 9 学校支援ボランティア代表 笹川 満 

2 秋津小学校ＰＴＡ副会長 齋藤 いづみ 10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 

3 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 11 学校支援ボランティア代表 桑名 英一 

4 社会福祉協議会秋津支部長 原田 靖久 12 秋津小学校校長 小宮 健 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 13 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 14 秋津小学校教務主任 川井 由紀 

7 学校支援ボランティア代表 玉井 恵枝 15 秋津小学校研究主任 岩田 桂祐 

8 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 16 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 

 

１．委員長あいさつ 

秋津まつりが、晴天に恵まれ無事に終えられて良かった。子供達も楽しそうだった。 

２．校長あいさつ 

・今年は、授業の一環として「システム的に秋津まつり参加への試み」として「山車への全員参加」などを 

指導した。自身も初の体験、素晴らしかった！ 

・津田沼高校の『開かれた学校』についての委員会に出席。話し合いの中で、「津田高が地域の避難場所に 

選定・承認された」ことも踏まえ、今後、更に、地域の高校存在をもっと公開・PR することを確認。秋津小も 

まつりの反省・評価を近々、実施して今後に活かしたい。 

３．メンバー近況報告（敬称略） 

久世： 運動会の自信をまつり参加で更に、自信が付いたようだ。今後、バス遠足・授業参観・音楽祭 

等の行事を通じ成長してゆくと良いと感じた。 

玉井： 2 年生「つくしんぼ体験（高齢者疑似体験）」の学習支援を実施したが、テンション高く注意しようと 

声を荒げる場面有り。 

桑名： 朝の登校安全支援（4 号公園前）での「挨拶」、高学年生でも声を掛けると顔が引きつっていたが 

最近ではコックリと頷くようになった。子供なりの事情があるのかと思った。 

鮎川： 関係者のご協力・ご支援で無事まつり終了、感謝します。今年は「宝くじ助成金」で舞台を購入・初の 

披露でした。音響や照明装置の不具合が有り、次回に向け改善を図ります。１０／２６「祭りの反省会」が 

有るので、秋津小先生方のアンケ－ト内容を纏めデ－タで頂きたい。 

山下： 体育館のワックス掛け、１１の利用サ－クル３０名、２時間で作業しました。 

橋村： 「お化け屋敷」６００枚完売、余り評判は良くなかった。スポ－ツコ－ナ－「グラウンドゴルフ」の 

「６年生お手伝い」は時間２０分と短くて中途半端だった。「ペタンク」への子供達の関心高く来年も 

継続したい。 



原田： 川井先生の「生徒の集中力向上」指導が、素晴らしい高く評価したい。 

   川井先生： 生徒に【目、心、ヘソ？を 駆使して！】と 呼びかけリ－ドている。 

斉藤： ＰＴＡとして前夜祭に初の出店、読みが甘く、１８時には完売だが、団結力高まった。 

   本日（１７木曜） 市内親善バレ－ボ－ル大会で「Ｂブロック・第３位」を獲得。１セット取ること 

目標が、何と２勝！今週末（１９-２０）、市内大会に参加予定で、弾みを付けたい。 

   「まつりパトロ－ル」を実施、役員会で反省・評価し、次回に反映したい。 

岩田： ５年生「稲作：脱穀作業」は既に３回、雨・台風で延期。収穫は「スズメに食われゼロに近い」が 

   授業の一環として進める。予定１０／２２火曜、台風２７号接近が心配。 

     不審者が夕方、４号公園に現われる。今後の対策として【登下校・遊びで一人は避ける、 

油断しないで帰宅】を指導。地域の方々にも『見守りと声掛け』の協力を、お願いしたい。 

4．事務局からの報告（敬称略） 

（１） 第５回パートナー会議議事録  首藤～『資料１』に基づいて報告 

（２） 10/18～11/14 学校行事と学社融合授業等の活動について  川井～『資料２』に基づいて報告 

  首藤： グリ－ン運動、10 月は２名参加のみ、今後の活性化が必要。 

      図書室・ほんの整理、掲示物作成、ボランテイアが自発的に、「立体的な環境整備」を目指している。 

（３） 秋津まつりの（先生方による）反省について 首藤～『資料３』に基づいて報告 

  川井： 電源工事が遅れ、事前の音声（悪い）調整無しに「ソ－ラン節」スタ－トには戸惑った。 

  小関： 工事遅れや調整不備は、請負業者に「厳重に抗議すべき」だ。 

  首藤： 今年は「人に魅せる」ことを目標に２０チ－ムが日頃の練習成果を披露、昨年よりレベルアップ。 

      山車を牽くのに「出発時間や場所」が町会で異なり、来年は調整が必要と感じた。 

      「おみこし」の担ぎで「声の出し方」をもっと指導すべきだった。 

（４） １１月の授業参観について  川井～『資料４』に基づいて報告 

  １１／１８（月曜）午前のみの実施。 午後から『青少年健全育成集会』に出席のため。 

  委員長： 低高学年と複数児童を抱える親からの要望「早く終わる低学年児童の預かり」をお願いしたい。 

   川井： 本の読み聞かせ、DVD 観賞などを検討します。 

（５） 平成２５年度学校評価計画 川井～『資料５』に基づいて報告 

  平成２６年度 教育課程作成計画を立案するために活用する。低学年への『評価アンケ－ト』は、先生が 

生徒に説明しながら共同で進める。 

  委員長： 教職員用『評価アンケ－ト』の表現で「努力している」とは、「結果への逃げ」ではないのか。 

校長： 逃げなのか、結果を求めているのかを、再検討する。 

  首藤： アンケ－ト効果、「同じ項目で比較傾向」を把握・分析している。 

  小関： 『自由記述欄』は「地域・ボランテイアの方々」のみ設けた方が良い。 

  鮎川： 「地域・ボランテイアの方々」用は、『質問の文字』を大きく見易くして欲しい。 

５．協議事項 

ビオト－プの管理整備について   当該会議終了後、組織などを委員長と関係者で協議。 

６．その他    次回は、１１／１４木曜１９時からです。                       

 以 上 



平成２５年度 第７回 パートナー会議 

            平成 25 年 11 月 14 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 9 学校支援ボランティア代表 笹川 満 

2 秋津小 PTA 副会長 齋藤 いづみ 10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫  

3 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 11 学校支援ボランティア代表 桑名 英一 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久(欠席) 12 秋津小学校校長 小宮 健(欠席) 

5 学校体育施設利用団体 山下 晃 13 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(欠席) 14 秋津小学校教務主任 川井 由紀 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 15 秋津幼稚園教頭 久世 弘美(欠席) 

8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子(欠席) 16 秋津小学校教諭 西原口 真弘 

 

1. 委員長挨拶（桐生） 

 授業展開を公開研究会も無事終わりました。丁度研究会の時間帯が雨だったのが残念です。 

3年生のオービックとの参観し、子ども達が楽しく授業しているのを感じました。 

自分達が“やっている”というのを感じられ、良かったと思いました。 

２．校長挨拶 

 校長会役員会のため、欠席 

３．メンバー近況報告 

〇西原口：秋津小 2 年 2 組担任。情報担当 

  ・ホームページが作成できるようにしたいと思っている。 

  ・昨日、市内ボール大会で男子のサッカーは優勝。女子のミニバスケット逆転で 1 勝できた。 

  がんばれば良い結果がついてくると自信がついたように感じる。 

〇笹川：学校支援ボランティア(安全支援) 

・正門前で救急車が通過する際、信号が青だからと渡ろうとしている子どもがいた。普段から救

急車への対処を指導して欲しい。 

〇鮎川：まちづくり会議 

  ・津田沼高校が避難場所として認定された。明日、行政担当と共に視察してくる。現段階では 

  具体的なことは変わっていないので、わかり次第報告したい。 

  ・嶋村さんが保護司としての功績で瑞宝双光章を受けられた。地域でお祝い会を計画したい。 

  ・12 月からロータリーのイルミネーションを点灯。 

〇桐生： 

  ・自転車の乗り方に問題。歩道があるからといって、車道に出る際も止まらずに乗っている。 

〇桑名： 

  ・大人、高校生の自転車マナーが悪い。 

      →笹川：明日の地域フォーラムで意見として出してくる。 

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(首藤：資料１をもとに報告) 

(２) 学社融合授業等活動について(川井：資料２をもとに報告) 

(３) 秋津まつりの児童の感想より(首藤：別紙資料をもとに説明) 

秋津まつり実行委員会で報告したところ、とても良い反響を頂いた。子どもにとっては 



大事な行事となっていることを感じた。 

体育館で学年ごとにコーナーを展開し、自分達が“やる側”の立場も経験でき、成果と共に

課題も見つかった。 

・秋津の子どもにとって秋津はふるさと。秋津まつりは自慢できること。〈川井〉 

・地域の人々と絆を深めることができ良かったと思う。子どもの感想を読んで感動。〈山下〉  

(４) 公開研究会の批評箋から(川井：別紙資料をもとに説明) 

    概ね『主題にあった子ども達の姿に育ってきている。素直な子どもが多く、子ども同士の関

わりが自然であり、高学年でも男女共に関わりがあって良い』という良い評価だった。 

    今関先生より、『全国へ発信してもよいのでは』とお褒めの言葉を頂いた。 

    ・学習技術がしっかりしている。ボール―大会の優勝は成果としてのあらわれではないか 

〈小関〉 

・体育は学習という面では軽視されやすいが、習志野市では学習として捉えていて、“生きる

力”につながる授業〈首藤教頭〉 

・体育は何を教えたいのか〈桐生〉 

 →“できた”という達成感、成功体験、子ども同士の関わり方、身体を動かす事により危

険回避の仕方、等々生きていく上で必要なことを教えている。〈川井〉 

    ・公開研究会のために費やしたものを普段の学習に活かして欲しい。〈山下〉 

(５) ビオトープの整備・管理について(桐生) 

    現行の『ビオトープ整備・管理実行委員会』を解散。(過半数にて成立) 

    新『秋津小ビオトープ整備・管理実行委員会規約』(別紙参照)を見直す。 

      ・実行委員の招集は畑関係者も含め、オープンなものとする。 

      ・会計に関しては、定期的に報告する。 

 

５．協議事項 

   特になし 

 

６．その他 

 ○第 2 回学校運営協議会の開催について(首藤) 

   12 月 5 日(木)19 時～  伊坂千葉大教授参加予定 

 ○第 3 回海辺のコンサート  

   11 月 30 日(土) 12：20～  第七中学校体育館 

   多くの方の来場をお願い致します。 



平成２５年度　　第８回　　パートナー会議議事録

日時：　平成２５年１２月１９日１９：００～２０：３０

場所：　秋津小学校　２階　会議室

司会：　川井・小関　　記録・山下

【出席者】

1 桐生　庸介　（欠） 9 笹川　満

2 斎藤　いずみ 10 小関　秀夫

3 鮎川　由美 11 桑名　英一

4 原田　靖久 12 小宮　健

5 山下　晃 13 首藤　啓介

6 橋村　清隆 14 川井　由紀

7 玉井　恵枝 15 久世　弘美

8 麻生　美智子

1 委員長あいさつ　

・委員長が欠席　後段より小関様が代理進行

2 校長あいさつ
・香澄小学校始め市内ではインフルエンザが多い中、秋津小学校は一人も出ていない。
・秋津まつりの経験では感動した。　　　　　　　　　　　　　　
・雨おなかでの公開研究会は無事終了しました。
・海辺のコンサートは本校吹奏学部は腕を上げました。
・クリーン　　グリーン　は定着し、根ついた。良いなと思う。
・今後の予定は、１月１１日に今年で最後のかるた大会に４年、５年生が参加します。現在練習中です。
・１月１３日に嶋村清一様の祝賀会を開催します。
・１月に市内七草マラソンに１９名出場予定。又　２月の市内駅伝大会に向け生徒は練習中です。
・早朝の安全支援は有りがたい。

3 メンバー近況報告（敬称略
幼稚園教頭　　・子供達は大きく成長いたした。　子供達にあたたかく見守ってくださり有難うございました。

玉井　・地域のおじいちゃん、おばあちゃんと２年生との学習支援で１１月１６，２５日２回実施　楽しく過ごし
　　　　　ました。意欲満々でした。３学期は４年生に教えてあげこちらも楽しみたいです。

鮎川　・１１月３０日に海辺のコンサート開催した。秋津と香澄の中央である七中での開催で多数の
　　　　参加者がありました。今後の会場は七中で開催するのがいい。秋津小の成長ぶりには驚きました。
　　　　・ロータリーに設置のイルミネーションは寒いなか和めた。今後も続けたい。

斉藤　・ＰＴＡの行事で海浜地帯の５校を視視察した結果、各校ともに塩害が目立った。本校の窓は危険。
　　　　・秋津小子供スペースは恵まれている。
　　　　・４０人の視察移動時に秋津小学校の生徒は特別反応がなく動じないことに役員達は驚いていました。
　　　　・ベルマークで表彰されました。回収箱を子供達に習慣つけたい。一般の方たちの協力願いたい。
　　　　　（　幼稚園教頭　「園にも回収箱を設置しママに呼びかけています」　）

麻生　・幼稚園での音楽はすごかった。先生の音楽の授業が浸透してとてもよかつた。父兄の方の反応も
　　　　よかった。今後は平日でも皆さんに来て欲しい。

山下　・１月１２日　七中をスタート・ゴールで「七草マラソン」、２月２日には「市内駅伝大会」が開催されます。

秋津小学校教頭

秋津小学校教務主任

秋津幼稚園教頭

他に１名出席あり

学校支援ボランテア代表

学校支援ボランテア代表

学校支援ボランテア代表

秋津小学校校長

学校体育施設利用団体代表

秋津コミュ二テイ代表

主任児童委員

学校支援ボランテア代表

秋津小　PTA　会長

秋津小　PTA　副会長

秋津まちづくり会議議長

社福協議会秋津支部部長



4 事務局からの報告（敬称略）

（１）　第７回パートナー会議議事録について　（首籐：資料１をもとに報告）

（２）　学社融合授業等について　（川井：資料２をもとに報告）
　　　　　・かるた大会、七草マラソン等について

（３）　第２回学校運営会議事録について　（首籐：資料３をもとに報告）

（４）　１学期日曜参観・２学期土曜参観のアンケートの集計結果　（川井：別紙資料を基に説明）
　　　　　・会議で検討する場合は前もって資料を配布し内容を把握する時間が欲しい。
　　　　　今後徹底するよう要望します。　（原田）

（５）　児童・教職員・保護者・地域アンケート集計結果　（川井：別紙資料を基に説明）
　　　　　・授業参観において表現のしかたが伝わらないのでは。　（笹川）

　　　　　　　　　　・言葉使いは先生と子供が友達のようにしている。しっかりしつける事。　（原田）　　　　　・廊下での私語が多いい。教室に入る人が少ない　→　工夫が必要では。（多数の意見）
　　　　　・アンケートは自由に書くほうがよい。当日の感想を書くとよい。（玉井）

（６）　『ちいきのかぜ　　がっこうのかぜ』Ｎo. 2について　（首籐：資料４をもとに説明）

5 協議事項

（１）　ミニ集会の開催について　（日時、内容、形式等）・・・・資料を基に説明
　　　　　・開催日時：　平成２５年２月６日　１５：００～１６：３０
　　　　　・①　防災　　防犯教育　　　　②コミニティスクール
　　　＊来て良かったといえるような内容にしたい。・・・午前教頭、午後地域の方４名で対応（教頭）

6 その他

（１）　第３回学校運営会協議会の開催について
　　　　　・日時：　平成２６年３月３日（火）
　　　　　　　　　　１９：００～
　　　　　場所：　秋津小学校　２階会議室

（２）　１月度のパートナー会議は中止　（次回は２月２０日（木）１９：００～）
（３）　挨拶促進ポスターを正門に貼ること　（橋村）
（４）　本日のパートナー合着終了後に「ビオトープ会議」を開催します。　（桑名）



平成２５年度 第９回パートナー会議議事録 

 

日時：平成 26 年 2 月 20 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：原田 

 

【出席者】 

1 秋津小学校 PTA 会長 桐生 庸介（欠） 9 学校支援ボランティア代表 笹川 満 

2 秋津小学校 PTA 副会長 齋藤 いづみ 10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 11 学校支援ボランティア代表 桑名 英一 

4 社会協議会秋津支部支部長 原田 靖久 12 秋津小学校校長 小宮 健 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 13 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 14 秋津幼稚園教頭 久世 弘美 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 15 秋津小学校教務主任 川井 由紀 

8 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子    

 

１．委員長挨拶 

  委員長欠席の為副委員長小関さんが代行で挨拶、記事進行。 

 

２．校長挨拶 

  ○インフルエンザが蔓延しているが、秋津小学校は最小限の影響で推移している。 

  ○二度にわたり近年にない大量の降雪があったが、通学路を地域の方が除雪して下さり学校としては大変

助かりました。このようなことをしてもらえる学校は数少ないです。 

  ○２月６日の「ミニ集会」参加のお礼。 

 

３．近況報告 

 鮎川：「挨拶」の標語を募集したところ、有難いことに７８０通の標語が集まりました。 

     これを活用していく方法を皆さんにも考えていただきたい。 

 玉井・麻生：香澄小学校で標語ではないが、学校を囲む金網フェンスに吊るしたことがある。 

     これを真似て、標語をラミネートし、秋津小学校、香澄小学校、第七中学校、津田沼高等学校の協力を    

     いただき吊るしたらよいのでは。 

 原田:吊るしの標語作成は、お手伝いします。 

 斎藤：ＰＴＡの財源がこのまま推移すると底をついてしまいます。この財源作りに現ＰＴＡのメンバーが 

     中心になって、今年度から催事に何かの出店をして財源確保をしてゆきたい。 

 校長・鮎川：「海辺のコンサート」が七中で行われたが、みなさんのご協力で、地域の参加者も多く、 

     内容のあるコンサートが盛況裏に終了しました。 

 



４．事務局からの報告 

(1) 第 8 回パートナー会議記事録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･資料１ 

(2) 学社融合授業等の活動について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･資料２ 

(3) 平成 25 年度学校支援ボランティア活動報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･資料３ 

(4) 平成 25 年度学校参観(視察)者一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･資料４ 

   各資料に基づき川井教務主任先生から報告。 

(5) 秋津小学校ミニ集会実施報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･資料５ 

   資料 5 により小宮校長先生から報告。 

 

５．協議事項 

(1) 平成 25 年度の指導の重点と評価 

      資料に基づき川井教務主任先生から報告。 

  

その他： 

○ 第３回学校運営協議会の開催について 

   平成２６年度３月３日(火) 19:00～ 秋津小学校２階会議室にて 

○ 学校支援ボランティア参加申し込み 

○ パートナー会議委員の公募のお知らせ 

以上 首藤教頭先生から説明有り。 

 

○ 昨日、市 P 連の総会があり、秋津小の加入が正式に承認された。 

   市 P 連三代川会長、市長からもオール習志野として活動できることを嬉しく思うとの話があった。 

   また、総会後に行われた歓送迎会でも皆さんからお祝の言葉を頂戴した。 

 

以上 


