














平成２７年度 有馬中学校区地域教育会議活動報告書

１． 会議の実施状況

 ６月 ２日 地域教育会議総会準備会  １１名

 ６月２４日 地域教育会議総会     ２７名

１０月２０日 地域教育会議全体会    ３３名

 ２月２４日 地域教育会議年度末反省会   名

２．子ども会議

９月１１日（ 金）

川崎市立有馬小学校 体育館参加人数 全８５人 児童生徒４５名 大人４０名

テーマ「 夢と希望の明るい未来へ」 ～有馬中学校区の輪を広げよう～ 

① ３小学校に、地域施設や地域人材の情報を集めてもらうように連絡した。

学校ごとに資料を収集し、当日に持ち寄る。

② 中学校を中心に３グループに分かれて、自分たちの情報を発表しあい、報告の内容を有

馬中学校区の地図に記入していく 。その報告をもとに、話し合う。地域教育会議委員や

PTAの方々 も話し合いに参加し、情報の交流を行った。

③ 最後に、グループごとに全体の前で発表をした。

④ 会議終了後、３つの地図を集約し、各学校に情報を提供する。

参加者 有馬・ 西有馬・ 鷺沼各小学校、有馬中学校、県立川崎北高校、各校PTA運営委員

３．有馬中学校バザー参加

１１月３日（ 土）   川崎市立有馬中学校  

今回で９回目の参加となり、あらたに有意義なひと時を過ごすことができました。GIMU

＆TIKU のシステムとリサイクル精神の両方を兼ねて備えたバザーは、人々 に「 物の大切に

使う心」 を再認識する機会になりました。

４．講演会

１２月５日（ 土）  川崎市立西有馬小学校 体育館        参加人数 約７５名

「  スポーツを通じて学んだこと 」

講師 プロトランポリンプレイヤー

          中田 大輔 氏

５．広報・ その他

有馬中学校区地域教育会議「 グリーンネット」 ３４号、３５号の発行で、地域の方 に々活

動内容などの報告を行いました。



宮前平中学校区地域教育会議
重点方針:

① 地域住民･諸団体･学校等の連携強化と情報交換を通して､地域の現状把握と地域教育会議としての生涯学習や
子育て支援を目指す｡

②地域への取り組みを子ども･大人との対象に考え､2つの部会を通して活動を進める｡

① ② ③ ④ ⑤開催日 会場 参加人数 ﾃー ﾏ 開催方法

親子そばうち体験(大人･子ども部会共催)

① 8月30 ② ③日 宮前市民館調理室 23名ｽﾀｯﾌ15 ④名 ｢親

⑤子で本格そばうちを体験しよう｣ 講師によるﾃ゙ ﾓｽﾄﾚー ｼ

ｮﾝと親子ペアでの調理実習

「 親子参加」というスタイルが好

評のそばうち体験を今年度も実

施しました。お子さんからは、『 難

しいと思っていたそばうちが家

でもできそうです。もっと練習したいと思います。』 と

力強い感想をいただきました。また、親御さんは『 意外

と父親の参加が多く驚きました。楽しめました。ありが

とうございます。』と親子での体験を楽しんだようです。

男の料理教室(大人部会主催)

① 2月27 ② ③日 宮前市民館調理室 15名ｽﾀｯﾌ12 ④名 ｢料

⑤理でつなごう地域の輪｣ 講師のﾃ゙ ﾓｽﾄﾚー ｼｮﾝとｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 別

調理実習

親子そばうち体験に対して、「 子どもがいない大人もぜ

ひ体験したい」というご要望があり、今年度の料理教室

はそば打ち体験としました。男の方々 はさすがにそばを

捏ねる力が強く 、こしのある美味しいおそばができまし

た。「 地域の皆様と交流ができ、とても楽しかったです。

機会あればまた参加したいです。」 とうれしい感想を多

数いただきました。

ﾊ゚ ｿｺﾝ･ﾜー ﾄﾞ教室(大人部会主催)

① 10月10日～11月7日(全4 ②回) 宮前平中学校ﾊ゚ ｿｺﾝ
③室 20名、ｽﾀｯﾌ35 ④名 ﾜー ﾄﾞの基礎から応用までを取得

⑤しよう ﾏﾝﾂー ﾏﾝ学習

今回で 22 回目を迎える本教育

会議の名物企画｡地元ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱの

ｱｼｽﾀﾝﾄさんと基礎から応用まで

をみっちり『 ﾏﾝ･ﾂー ･ﾏﾝ』 で学び

あいます。今回は全4回とコンパクトにしての募集でし

たが、応募総数33名と予想を上回るご応募をいただき、

今年度も抽選を行いました。地域の輪を広げるベく 、休

憩時間にはお茶を飲みながら地元トークを楽しんでい

ました。

｢ふるさとさく らまつり｣協力参加

① 4月3 ② ③日 宮崎台駅前 5名

東日本大震災被災地復興支援として本

部売店のお手伝いをしました。今年も

天候が不安定のなか大勢の方が来場し

てくださり、地教を知っていただく よ

い機会となりました。

子ども会議(子ども部会主催)

第1回 ｢科学実験教室｣

① 7月11 ② ③日 宮前平小学校 116名、ｽﾀｯﾌ48名（ 内地

教ﾒﾝﾊ゙ ｰ21名）

④ ｢身近な科学にふれよう｣
ﾄﾗｲｻｲｴﾝｽという IBMや科学技術
ｾﾝﾀ 協ー会などが協力している実

験ｺﾝﾃﾝﾂから 3種類の実験を 1年
～4 年生を対象に実施｡毎年好評
ですが今回も定員120名のところ 313名の応募があり、
やむを得ず抽選しました。学年も学校も違う初めて会っ

たﾒﾝﾊ゙ でーしたが､役割を分担し協力し楽しく 取り組む

ことができました｡

第2回 ｢ロボット教室｣

① 2月13 ② ③日 宮前平小学校 24名、ｽﾀｯﾌ20名

④ ｢身近な科学にふれよう｣
IBMの社会貢献活動のひとつ「 技術者が
これまでの経験を子どもたちに伝え共有

する」 というコンセプトのプログラムに

ご協力いただき実施しています。 5 年生
～中学生を対象に実施｡コースをクリアするとサポート

の大人からも大きな歓声があがりました。クリアできず

に、残念そうな子どもも見られましたが、またやりたい

と話す頼もしいエンジニアのたまごたちでした。

e-ネット安心講座(子ども部会主催)

① 11月10 ② ③日 宮前平小学校 30 ④名 ｢より安全・ 安心

なｲﾝﾀー ﾈｯﾄ利用を｣

今回は主に地教メンバーに向けに、昨今のｲﾝﾀー ﾈｯﾄ事情

や子どもに安全に使わせるために親が知っておくべき

こと等を講座しました。

ふれあい音楽会(大人･子ども部会共催)

① 12月13 ② ③日 宮前市民館大会議室 200 ④名 ｢音楽で広

げようふれあいの輪｣

地域のみなさまに地

教を知っていただこ

うとはじめたふれあ

い音楽会も第6回目を迎えました。今年は大ﾎー ﾙではな
かったので、2部構成にし、観客入替制で開催しました。
校区内の各小学校児童の皆さん、各学校PTAや町内会
ｺー ﾗｽ部､幼稚園のﾏﾏさんが出演くださいました

広報紙｢ﾌｫー ･ｸﾛー ﾊ゙ ｣ー

年に2号発行｡中学校区内の小中学校､町内会に回覧｡発
行部数は6500部｡



平成２７年度活動報告

向丘中学校区地域教育会議 議長：高林 徹

重点方針：地域内の町内会・自治会・諸団体と連絡を取り、子どもと学校・地域を支える一端を担う 

選出委員（各小学校区住民・ＰＴＡ校外委員長・教職員・町内会・ＯＢ会・会計監査）５８名、

非選出委員（学校長・ＰＴＡ会長・子ども文化センター館長）１１名の計６９名から構成され、

事業・広報・育成の３つの委員会に分かれてさまざまな活動を行いました。

第１７回向丘ふれあい音楽祭 

1/9(土) 宮前市民館大ホール 

今年も校区内の各小学校児童の皆さん、向丘中学

校吹奏楽部、上作延小のベルリラ鼓隊、向丘中

PTAコーラス、そして地元の有志で編成したチー
ム向ケ丘の皆さんが、日頃練習を積んだ合唱や合

奏を披露しました。今回のオープニングアクトは、

吹奏楽部にクラリネット三重奏を披露していただ

きました。外は冷たい風が吹いていましたが、会

場は音楽の力でステージと客席がひとつになって

盛り上がり、心が温かくなりました。

地区別懇談会   7/14(火)上作延小学校

9/17(木)向丘中図書室 

今年も「合同校外委員会情報交換会」という形で

夏休み前に第１回を開催・スクールガードリーダ

ーさんから夏のパトロールについて、具体的でわ

かりやすい対処方法についてお話いただきました。

また、夏休み後に第２回を開催し、夏のパトロー

ル結果や各校区の危険な区域などについて意見交

換を行いました。

青少年健全育成懇談会    

9/14(月) 向丘中学校図書室 

今年度も「教育談義カード」を用いた意見交換会

を行いました。グループに分かれて２つのテーマ

について、宮前区地域教育会議の講師の方々にリ

ードしていただき、活発な意見交換を行いました。

日頃なかなか地域の方と教育についての話をする

機会は少ないでしょうが、このような活動から地

域のつながりが強まり、子どもたちを地域で育て

ていく意識が高まればと思います。

子ども会議      2/3(水) 上作延小学校

テーマ：「私たちの学校自慢！地域自慢！」

～交流を深めながら～ 

中学校区の平小・南原小・上作延小・長尾小と向

丘中から集まった子どもたちが活発に意見を出し

合い、テーマについてまとめた事柄を発表しまし

た。私たちの地域には、自然がたくさんあり、人

と人とがつながっていることを紹介し合いました。

広 報 ～広報誌「平瀬川」を年度内で３号発行                 （ ）内は発行日

第５３号（7/13） 総会報告・構成委員紹介
第５４号（10/13）合同校外委員会・青少年健全育成懇談会実施報告・各校秋の行事ご案内
第５５号（3/7） ふれあい音楽祭・子ども会議実施報告

この他に、

・小中学生でロックソーラン隊を結成し「向丘ふれあい音楽祭」で発表する他、地域のイベントに出演

・各地区の夏祭りに合わせてパトロールを構成員の各校校外委員にて実施

・向丘中学校ふれあいフェスタにて地域教育会議として喫茶室と駄菓子屋を出店

などの活動を行いました。





しのほかこ

地域に住む人たちが交流し、楽しく子育てできるように！

11月14日（ 土）、第3回目を実施。子育て支援センターすがお、菅生

分館、蔵敷こども文化センターを開放し、菅生こども文化センターや

菅生保育園、南菅生保育園、宮前区役所こども支援室、菅生中区地域

教育会議が何度も何度も検討を重ね、皆が楽しめるお祭りをめざし

た。当日はあいにくの雨にもかかわらず、小さなお子さん連れの家族

をはじめ、およそ700人もの人々 がおまつりを楽しんだ。小中学生か

らシニアまで多世代の活動や参加が目立つ集いとなった。

【 生涯学習委員会】 学習支援
DATA=菅生中学校プラス１： 英数・ 年間30日実施 菅生

小学校ふれあい学習： 3年生算数ソロバン 6時間 稗原

小学校算数名人： 2年生算数掛け算6時間

菅生中「 プラス１」 は、部活動の無い試験前の

放課後や夏休みに実施。学習範囲、試験範囲に合

わせ、習熟度向上を主眼にしたドリルを講師陣が

作成し取り組む。1 年生の８０％が１回は参加し

ている。プラス１の楽しみは「 分からないところ

が分かるようになった」 がアンケートで第１位。

菅生小、稗原小では、算数の授業に入り、教員

と共に工夫を重ねながら支援にあたった。

【 子ども会議】 いじめについて考えよう
DATA=子どもの権利について豆知識を得た後、「 いじめ」

について考えた。菅生中生徒会の１, ２年生７人

テーマは「 いじめにつ

いて考えてみよう」。

２月に殺害された川

崎区の中１上村く ん

の事件を無駄にしな

いために身近な問題

として、いじめが起き

る原因や自分は何ができるのかを話し合った。

【 地域教育学習委員会】 菅生音楽祭
DATA=菅生音楽祭の実施 15/12/5 菅生中学校体育館

参加者400名 出演者11団体

菅生音楽祭は今回で12 回目。地域団体による歌
やダンスが披露され、保育園児をはじめ小学生の元
気な歌声や太鼓演奏、中学生の吹奏楽で地域の幼児

から高齢者までが一
同に会し、楽しい一日
をすごすことができ
た。最後は会場の全員
で「 ふるさと」を合唱
した。

【 情報委員会】 『とらいあんぐる菅生』発行
DATA=Ａ３二つ折り４ページ 不定期 各2500部発行

地域の情報、子どもたちの声、学校での出来事、

地域教育会議の動き等を広く地域に届ける。

２７年度は「 手つなぎまつり」 のお知らせ号を含

め２回発行。

【 特別委員会・ 道親ネットワーク】

手つなぎまつりで道親カフェ
DATA＝地域教育会議として手つなぎまつり

実行委員会に関わり、道親カフェを運営。

大人も子どもも親しく声をかけ合える、そんな優

しい地域をめざし、「 道で出会う子どもはみんなの

子」 という気持ちをこめて道親ネットワークのロゴ

を作り、お手製の缶バッジを作成。「 すがお手つなぎ

まつり」 を菅生の子育て関連施設や区役所と共に

11 月1４日に開催した。

「 道親」について多くの人々 に知ってもらおうと、

まつりでは「 道親カフェ」 を開き、ホッとする居場

所を提供した。

【 運営委員会】 モットーは忌憚なく話し合う
DATA=6回開催。毎回25名程度出席

学校教員、地域住民、子どもに関わる施設の職員

代表で構成されている。各委員会の活動計画や内容

の共有化を図り、地域の子どもをとりまく状況など

について忌憚のない意見交換が行われるよう努め

ている。

ほかに、菅生中学校の文化教室の一講座として

「 子どもの権利」 について講座をもっている。約

20 名の生徒が参加し、意見を出し合う。

【 地域の寺子屋事業】 昨年度に続き実施。学習支

援は菅生中学校放課後における「 プラス 1 学習」

を、体験・ 交流は「 音楽祭」 や「 手つなぎまつり」

のほか、菅生こども文化センターの「 こども大学」

と連携している。







【 重点方針】

中学校区において、学校、家庭、地域社会の連携を図り、地域内の子育てや教

育力の向上をめざし、青少年が健全に育つように見守る。

【 教育を語るつどい】

日時： 平成２７年７月３日

場所： 多摩市民館 大会議室

参加人数： 約７０名

テーマ： 児童生徒の休日の過ごし方について ～地域の寺子屋～ 』

川崎市教育委員会生涯学習推進課指導主事 長嶺祐介様を講師にお迎えし、講演を行

っていただきました。

講演では、最近の児童生徒の休日の過ごし方の動向や、地域の寺子屋事業の内容など

をお話しいただき、児童生徒を取り巻く環境として、地域はどのようなことでかかわっ

ていく ことができるのかを考える機会となりました。

当日は、地域の皆さま、PTA・ 教職員・ 町会長・ 自治会長
・ 民生児童委員・ 青少年指導員など 70名を超える方にお集
まりいただき、地域や行政、教育機関など様々 な視点から、

児童生徒の教育へつながる幅広い意見交換がなされました。

【 教育を語るつどい（ 学習会）】

日時： 平成２７年１２月５日

場所： 藤子F不二雄ミュージアム
参加人数： 約８０名

テーマ：「 ドラえもんに会いに行こう！」

藤子F不二雄ミュージアムに於いて、地域教育会議委員、
枡形中学校教員・ 生徒、登戸小学校教員・ 児童など約８０

名で実施しました。音声ガイダンスを聞きながらじっく り

藤子F不二雄の描いた漫画原稿を見つめたり、ミュージア
ム内のモニュメントに触れながらドラえもんの世界観を味

わったりするなど、個々 に様々 な楽しみ方で見学時間を過

ごしていました。



中野島中学校区
当地教では住民委員、保護者委員を中心に、子どもに関わる地域の多様な大人たちが子どもたちのためにより発展的

に連携していくことで、子どもたちの成長をより支えることができる地域にしていこうと努めています。

第４回こどもふれあいコンサートin 中野島

・１１月２３日(土) コンサート１時～３時/カリタス学園講堂 ・交流会３時半～４時/カリタス女子中学高等学校内（ホール

など） ・出演/カリタス小学校合唱クラブ/カリタス女子中学高等学校コーラス部/同校オーケストラ部/川崎市立中野島

中学校合唱部/同校吹奏楽部 合計約 200 名 ・来場者約 300 名

地域の私立学校、公立学校で音楽の部活動をしている子どもたち

の共同コンサートを、地域の中で開いています。同じ地域に生活しな

がらも接点の少ない公立と私立の学校、中学生と小学生、地域の子ど

もと大人などの交流を音楽を通じて楽しく行うことを目的としています。

出演する生徒たちも、地元の地域の方たちに自分たちの活動を紹

介し演奏を直接聞いてもらえる機会として、毎年、出演を楽しみにしています。今年は新たにカリタス小学校の合唱クラブ

も出演し、小学生のかわいらしくも一所懸命な姿に観客はもとより、出演者の中高生も顔をほころばせていました。最後に

は出演者も来場者もいっしょに「花は咲く（NHK 東日本大震災復興テーマソング）」を熱唱しました。

コンサート後には出演した子どもたちが、合唱系と、器楽系にわかれてしで交流会を持ちました。小学生も含めた合唱

系の３つの部は合同で練習をし、高校生とも一緒の練習は小学生、中学生には学ぶところも多かったようです。器楽系の

２つの部は十人程度のグループに分かれて、日ごろの活動や練習方法についてや、学校の様子などについて話しました。

短い時間でしたがそれぞれが、視野を広げ刺激を受けた楽しい時間となったようです。

子ども花植え活動

「花を植えることでお世話になっている地域の方々に感謝の気持ちを伝えた

い」という子どもたちの発案で始まった『花植え活動』は今年で１０年目です。

花植え活動参加団体 ★ 東中野島保育園 ★ 中野島フレンズ保育園 ★
中野島幼稚園 ★ 東菅幼稚園 ★ 東菅小学校 ★ 下布田小学校 ★ 中野
島小学校 ★ 中野島中学校 ★ カリタス女子中学高等学校 ★ 中野島こども文化センター

大人会議（教育を語るつどい）

・1 月２７日（水） ・中野島中学校特別活動室 参加人数 36 名 ・テーマ「自転車マナーについて」

参加者自身も正確には把握していない自転車の乗り方について簡単に学ぶとともに、一般の大人への啓発の仕方、小中

学校での教育などについても資料を参考に話し合いました。

・自転車の乗り方（交通法規）の正しい知識 ・大人の自転車マナーの悪さ ・子どもが加害者となる事故 ・小中学校

での自転車教育 ・大人への自転車ルールの啓発

広報誌「和話輪」

発行部数 6,000 幼保小中高を通じての家庭配布および町内会の回覧

・５７号（７月１日発行） 内容：議長あいさつ/「ちきょう」とは/委員紹介/活動紹介

・５８号（２月２０日発行） 内容：イベント活動報告





菅中学校区地域教育会議活動報告

★ つぎの４つの委員会を設置して活動しています。
「 教育を語るつどい」 委員会・「 子ども会議」 委員会・ 広報委員会・ 環境委員会

★ 事務局は菅小学校と菅中学校で2年ごとに交替しています。平成27年度は菅中学校に事務局をおきました。

子ども会議

12 月に開催する
「〈 体験型子ども会

議〉 ミニ運動会」 に

むけて、どのように

参加者を増やしてい

くか、中学生を中心

に「 ディスカッショ

ン型子ども会議」 で討議してい

きました。「 子ども会議」委員会

がこれらを運営の中心となって

実行委員会を重ねてきました。

ディスカッション型子ども会議

第1 ◎回 7月15日 菅中学校

第2 ◎回 10月5日 菅中学校

「 ミニ運動会」 の競技種目、参

加を呼びかける方法、など話し

合いました。会議参加者の発

案・ 作成した小学校の給食の時

間に流したコマーシャル、参加

を呼びかけるポスターや「 招待

状」 などは、イベント参加の動

機づけとしておおいに効果をあ

げました。

〈 体験型子ども会議〉

第3 ◎回 12月5日 菅小学校

（ 参加：小学生56、中学生14、
高校1、その他大人30）

ミニ運動会「 冬フェスタ」として実施。体育館で小学生・

中学生混成チームによるグループ対抗競技を楽しみ、そ

の後、グループで話し合いをしました。

小中学生の交流の中

で自分を発揮しできた

手応えを感じる体験が

できました。

教育を語るつどい

◎ 2月6日 菅小学校（ 参加： 38名）
子どものふるさと菅計画もパート 3 

―菅散歩―スケッチでつづる私たちの街

会場： 菅小学校 図書室

「 講演会とワークショップ」 による子どもの育つ町を

考えていく、参加者によってつくっていくスタイルの

「 教育を語るつどい」 の第3回を迎えました。

講師に元グラフィックデザイナーで菅の街並みを描

いたイラストの作者として知られる望月雪桜さんをお

呼びし、望月さんのスライドをみながら菅の町をバー

チャル散歩。知られざる歴史や文化のトピックに私た

ちの街を再認識。そのあと、グループワークで白地図

に「 わが街」 の私的ポイントを伝え合い、互いに語り

合うなかでどんな街をともにつくりたいか、イメージ

を共有していきました。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
広報委員会 機関紙「 のらぼう」 を 4回発行しました。 ・ 全市交流会にポスター展示をしました。

環境委員会 子どもの生活環境の見守りの一環としてこども 110番マップを作成しました。

小学生自身が読んで参加した

くなる招待状を考えた



各委員会が運営委員会の調整のもとに連携を図り、地域教育会議

の設立趣旨を踏まえて活動するとともに、地域住民と協力した活動

をより一層、推進する。

＜教育を語る集い＞

○日 時 １１月２１日 ○場 所 生田中学校

○参加者 ９７名

○内 容

「 語り合おう！子どもがよりよく成長するために」

CHR研究所所長の小山田浩子先生を講師にお招き

して講演会を開催。参加者の子育ての悩みを率直に

語り合いました。また、講師からは、人と人とのふれあいである「 スト

ローク」 の中で「 賞賛・ 信頼」 を多く受けた子どもは、自信をもち、自

己コントロールできる人に育つことを教えていただきました。

＜地域美化委員会＞

○日 時 8 月22 日(五反田川清掃) ２月(花いっぱい運動)

○内 容

小中学生、保護者、住民委員、地域の方々 で五反田川の清掃や道路周辺

の草取りを行いました。また、生田小学校の子どもたちが心をこめてプラ

ンターにパンジーを植え、地域の自治会、小中学校などに配布しました。

＜広報委員会＞

年3 回発刊。活動や行事の

ホットな情報を地域に伝え

ました。

＜子ども会議＞

○日 時 8 月26 日・ １０月9 日

○内 容

「 地域の思いを知ってみよう そこから考えよう 私たちのまち生田」

住民委員の方々 から、生田の町の今と昔の違いや思いなどを小中学生がお

聞きしました。聞いたことを新聞にまとめて、交流をしました。



南生田中学校区地域教育会議 

重点方針・特徴等 

 地域・学校間の情報交換を活発にしながら地域の教育力を高め、子ども達への情操教育を推進し、

地域社会を中心に据えたよりよい教育会議の在り方を考えていく。 

総会・定例会 

日時：平成２７年７月６日、１１月１１日 

   １６：３０～ 

場所：南生田小学校 図書室 

＜目的＞ 

 地域の方々や教職員で委員を結成し、子ども達

を取り巻く今日的課題について意見を交流しあう

とともに、小学校区中学校区における問題点を挙

げ改善していくための協議をする。 

参加者：地域の方々 

    小・中学校教職員 

子ども意見の広場 

日時：平成２７年１０月２５日 

   １３：００～ 

＜目的＞ 

 南生田小学校なかよし祭り内で、子ども達や保

護者が、自分たちの地域について意見を出し合い

交流する。テーマについて来室した人に意見を書

いてもらい掲示しながら地域の交流を深める。 

来室人数：延べ 約３００人 

地域クリーン活動 

日時：平成２７年１１月１６日 

    １３：３０～１４：２０ 

＜目的＞ 

 南生田小・中学校区域に住む子ども達に普段お

世話になっている地域の方々に対して感謝の気持

ちを持たせる。毎日、使用している通学路や地域

の公道、公園などを清掃し、自分たちが住む地域

をきれいにするという気持ちをもたせる。 

参加者：地域の方々 

南生田小学校５・６年生 

    南生田中学校１・２年生 

地区懇親会 

日時：平成２８年３月９日 

   １３：２０～１４：００ 

場所：南生田小学校 図書室 

児童が考える地域について発表し、地域の方々

と交流を深める。また、給食交流を通して、何気

ない話から普段困っていることなどを話題に親睦

を深める。 

テーマ「子どもを守る地域のつながり」 

参加者：地域の方々 

    南生田小学校５・６年生 



西生田中学校区 地域教育会議 

昨年９月１２日(土) 午後のひと時、百合丘

小学校体育館におきまして、当地域教育会議主

催で、「 西生田小学校１４０周年記念・ 百合丘

小学校５０周年記念ジャズバージョンコンサー

ト」 を子どもたちと周辺住民の皆さま向けに開

催しました。出演いただいたのは、サクソフォ

ン、ピアノ、ドラム、ベースから構成された江

澤 茜カルテット (江澤茜様、諸見里修様、芥

川純様、今野颯平様)のお若い、フレッシュな

方々 です。４人のチームワークよろしく軽快な

演奏に触れることができました。  

第一部では、親子で楽しめる映画音楽や馴染み深い名曲 「 聖者の行進」 「 インザムード」  「 すばらしき世界」  

「 大きな古時計」 等々 をウキウキ気分にさせるようなタッチで聴かせてくれました。  

第二部では、西生田中学校吹奏楽部の皆さんと参加小学生が持参した鍵盤ハーモニカやリコーダーも加えて、出演

者とコラボした即興演奏を楽しみ、場の雰囲気を盛り上げていました。最後に子どもたちに親しまれたディズニー・

メドレーやシング・ シング・ シングなどを聴き、参加者１６０名はジャズの世界へ引き込まれていきました。  

２０１５年は日本の敗戦７０年という節目の年で、敗戦の悲惨な教訓を後世に伝え平和社会を目指して全国各

地で記念行事が執り行われました。西生田中学校区地域教育会議でも食の一環として学区内小・中学生を対象に

食糧が不足した時代のすいとん作り体験の催しをしました。

その後、６班に分かれて、戦争について話し合う「 子ども会議」 を西生田中

学校生徒会の皆さんの司会進行により、自由におしゃべりをしあいました。  

戦争は「 こわい」「 大勢の人が死ぬ」「 食べ物が不足する」「 住む家を失う」「 今

の時代に生まれてよかった」等々 、不戦の気持ちが生まれたように感じました。 

最後にメインテーマのすいとん作りをしました。

① ②小麦粉に水を加え、しっかりこねる。 こねた塊をちぎってだんごに

する。

② 醤油と調味料で味付けされただし汁鍋に、団子を入れて煮込み浮いてく るのを待ちました。野菜や肉を入れ

ないシンプルな献立でしたが、だし汁がしっかり効いていて、食欲をそそりました。お代わりをする生徒も

大勢いました。参加者は小学生３３名。中学生約４０名、スタッフ、ボランティア約４０名でした。

音楽鑑賞会 

子ども会議 食育 







平成27年度
麻生中学校区地域教育会議　活動報告書










