
平成２６年度 第１回パートナー会議議事録 

 
日時：平成 26 年４月 17 日（木）19 : 00～20 : 30 

場所：秋津小学校 ２階会議室 

司会：川井・福村   記録：武藤 

             
【出席者】 
1 秋津小 PTA 会長 横山 智子 11 地域住民 矢作 郁江 

2 秋津小 PTA 副会長 小西 亜紀子 12 秋津小学校校長 菊地 清 

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 秋津幼稚園教頭 武藤 貴好 

5 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 15 秋津小学校教務主任 川井 由紀 

6 主任児童委員 玉井 恵枝 16 秋津小学校副教務主任 渡辺 雅和 

7 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 17 秋津小学校体育主任 國友 慎平 

8 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫    

9 学校支援ボランティア代表 桑名 英一    

10 保護者 齋藤 いづみ    

 
１ 校長あいさつ 

    本年度、秋津小学校長に就任しました。どうぞよろしくお願いいたします。秋津 

   地区には七中に勤務していた時にお世話になりましたが、詳しくはわからないとこ 

   るがあるので、よろしくお願いいたします。皆様のお力をお借りしながら取り組ん 

   でまいりたいと思います。 

 

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２６年度委員長及び副委員長は以下の方が選出され、承認となる。 

   委員長・・・・福村 清隆（秋津コミュニティ代表） 

   副委員長・・・横山 智子（秋津小学校ＰＴＡ会長） 

          小関 秀夫（学校支援ボランティア代表） 

 

４ 委員長あいさつ 

   一年間よろしくお願いします。皆様のご協力をお願いします。 

 

５ 事務局からの報告 

 （１）平成２５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 

   首藤～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 

   川井～資料に基づいて報告 

 （３）平成２６年度学社融合授業等の活動予定について・・・資料３ 

   川井～資料に基づいて報告 

 （４）平成２６年度学校支援ボランティア活動予定・・・資料４ 

   首藤～資料に基づいて報告 

 

６ 協議事項 

（１）平成２６年度学校経営方針について‥・資料５ 

   菊地～資料に基づいて提案。併せて校内組織についても資料に基づいて説明。 



原田～生きる力を育てるのは簡単なことではないが、心の強さを育んでほしい。 

菊地～生きる力、強い心が育つよう、教師に十分に指導していきたい。 

福村～わかる授業の推進は、どんどん取り組んでほしい。 

原田～学習の具体的な取り組みとして、漢字の習得に力を入れていただきたい。特 

   に小学生の時にしっかりと書く力をつけることが大切であると考える。 

菊地～全児童が漢字テストで１００点を取れることを目指して､努力していきたい。 

 

 

（２）議事録作成の当番について・・・資料６ 

   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：武藤、５月：桑名、６月：斎藤、７月：玉井、９月：小西 

    10 月：笹川、11 月：横山、12月：山下、２月：鮎川 

 

 

７ その他 

（１）秋津小学校と地域の大運動会について 

   國友～口頭にて説明 

     ご協力、いつもありがとうございます。今年度もよろしくお願いいたします。 

     万国旗設置などの手伝いをしてくがさる方の集合時間は７時 30 分。校庭集合。 

     片付けは 15時集合。 

     机が学校分では不足なのでコミュニテイから借りたい。 

   橋村～きちんと片付けができれば良い。 

   國友～負傷者Ｏでお願いしたい。 

   鮎川～地域の方については、まちづくり会議で保険をかけたい。 

   首藤～終了後、簡単な反省会をランチルームで行う。 

 

 

（２）秋津小環境支援システムビオトープ整備・管理実行委員会より 

   桑名～パートナー会議で状況を報告していく予定。 

 

 

（３）第１回学校運営協議会の開催について 

   首藤～平成２６年５月２目金曜目、１９時から秋津小学校２階会議室にて行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 26 年度 第 2 回パートナー会議議事録 

日時：平成 26 年 5 月 15 日（木）19:00～20:30 

        場所：秋津小学校 ２階会議室 

                        司会：川井・橋村   記録：桑名 

【出席者】 
1 秋津小ＰＴＡ会長 横山 智子 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 小西亜紀子 12 公募 斎藤 いづみ 

3 秋津まちづくり会議議長 鮎川 由美 13 公募 矢作 郁江 

4 社福協議会秋津支部部長 原田靖久（欠） 14 秋津小学校校長 菊地 清 

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 川井 由紀  

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津小学校 関  陽介 

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 武藤 貴好 

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 

無事運動会終了した。今日は８時半終了目指します。 

２． 校長あいさつ 

初めての運動会すばらしかった。 学校運営協議会を行った。昨日学校説明会を行った。教員の増員

１名となった。 

３． メンバー近況報告 

・麻生：２年生２９日、鈴虫を育てている。３年生まつり寿司６月９－１０日 

・橋村：「地域で遊ぼう」の工作クラブで５月１７日、幼稚園園庭の六角ベンチと三角屋根の修理をし

た。  

・笹川：市役所情報で、１３日夕方サッカー場で、七中生徒が如何わしい画像を見せつけられ近所の

家に逃げ込んだ。 

 ・玉井：不審者香澄で多い。防ぎようがないので難しい。 

・川井：「地域で遊ぼう」のハイキングに参加した５年生がとってきたカニを教室で飼っている。 

・矢作：あいさつ運動をやっていますが、大人であいさつをできない人が多いのが気になる。  

・首藤：船橋よみうりが取材に来て、こいのぼりが痛んでいるとの記事のコメント出すと、いくつかこい

のぼりが届いた。 

 

４．事務局からの報告 

（１） 第１回パートナー会議、第１回が学校運営協議会議事録 （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 （川井：資料２を基に報告） 

（３）各種ボランティアの募集について （首藤：資料３を基に報告） 

・各町会にも声をかけてはどうか。 

（４）日曜参観について （川井：資料４を参照） 



（５）学校説明会について （首藤：資料５を参照） 

・前もって全員に配布して昨日説明会を行ったところ、５名が参加した。 

・通級についていくつかの質問があった。 玉井：中学校になってからでは対処が遅れる場合が多

いので、早く気がつく必要あり。  

５ 協議事項 

学校いじめ防止基本方針の内容について（学校説明会資料に資料有り） 

今年から公表した。 

いじめはちょっとしたことから発生してなくすことは難しい。 

学校以外では民生委員、児童委員にお願いしている。 

６ その他 

・秋津小学校と地域の大運動会 2014 (関) 

麻生：７０才以上の敬老席に４７名来られた。 

・ビオトープ整備作業報告 （桑名） 

4/29 に２つの作業を行った。たんぼへの水路を循環している全体の水路から引き地下に埋めている。 

・節電とクールビズについて （首藤：資料は巻末） 

                                                    












































