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はじめに 

「地域教育会議」は、地域の教育力を高め、学校教育と生涯学習の連携を目指す川崎独自の住民自治の教育参加

組織です。 

平成２(1990）年度に３中学校区でスタートし、順次設置地域を増やしながら、平成９(1997）年度には川崎市内

全５１中学校区と７行政区で実施されるようになりました。それぞれの地域教育会議では、「教育を語るつどい」

や「子ども会議」に取り組み、地域の特性や社会の変化に応じた様々な活動を展開しています。設立当時とは地域

社会の環境や課題は大きく変わってきていますが、今般の少子高齢化や地域における人間関係の希薄化、さらに子

どもが関わる事件・事故の多発など、ますます地域住民による支え合いが必要になっていると感じています。地域

社会における様々な課題の解決には、家庭・地域・学校が一緒になって取り組むことが重要であり、地域教育会議

に対する期待はより大きくなっていると考えています。 

地域教育会議は、「かわさき教育プラン」においても家庭・地域・学校の連携を推進する市民の自主的な活動組

織として位置づけられており、学校と地域の協働を推進する中学校区地域教育会議と、中学校区のネットワーク化

や行政区全体での生涯学習活動を促進する行政区地域教育会議の役割がそれぞれ明確にされています。 

今年度（平成26年度）は市長にも参加をいただき全市交流会を幸市民館で開催しました。市長からは地域教育

会議への期待と「地域の寺子屋」への取組みについて熱く語っていただきました。また、グループ討議にも参加し

ていただき、地域教育会議の役割や今後取り組むべき課題や方向性について改めて認識いただいたと考えています。 

ところが、２月に川崎区で中学生の死亡事件が発生し、驚き、悲しみ、悔しさなど様々な思いを持って今年度を

終えることになりました。私たちは、この現実を真摯に受け止め、原点に立ち返り地域教育会議の役割を改めて考

え、再発防止に向け活動していきます。一過性の対策ではなく、継続して行政や他組織と一緒に連携して取り組め

る仕組みも必要と思います。加えて今後も引き続き、各地域教育会議、教育委員会とともに地域の連携と教育力向

上という地域教育会議全体の普遍的目的達成にむけ、さらに活動の検証と改革を進めてまいります。 

 この報告書は、各地域教育会議の「教育を語るつどい」と「子ども会議」の活動報告が中心ですが、実施内容が

分かりやすくなるように報告方法を各中学校区や行政区で工夫してもらっています。 

 どうか地域でご活躍の皆様におかれましては、「川崎の地域教育会議ハンドブック」とともに、この報告書を今

後の活動の参考としていただき、新たな地域教育会議の可能性を模索する一助としていただければ幸いです。 

 今後とも川崎の地域教育会議の継続と発展にむけてご協力を賜りますようにお願い申し上げます。 

平成２６年度川崎市地域教育会議推進協議会 会長 松本 弘 
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Ⅰ  地域教育会議のおもな取り組みから

中学校区・行政区地域教育会議とも様々な取り組みが展開されています。 

１  教育を語るつどい 

中学校区・行政区地域教育会議における地域の教育力向上に向けた重要な活動として、学校と

地域が一体となり実施しています。講演会形式、分科会式あるいはシンポジウム、イベントとの

合併方式など、様々な形式で開催されています。 

２  子ども会議 

    行政区及び中学校区において、子どもの意見表明の場としての「子ども会議」や「子ども会議

座談会」等が開催されました。公募や推薦等で子どもの参加を呼びかけ、企画段階から子どもが

参加し継続的に取り組むなど、諸々の工夫のもと、まちづくりや地域の活性化に子どもたちの意

見を取り入れるために活動しています。 

３  生涯学習活動 

    生活課題や趣味の教室などの生涯学習活動、各種フォーラムや集い、コンサートや子ども自身

の企画運営によるイベント、子どもの職業体験企画、その他環境美化活動など、地域コミュニテ

ィの活性化につながる多彩な活動が展開されています。 

４  調査提言活動 

    その時々に地域や家庭・学校で抱えている課題や、全市的あるいは全国的な教育的課題につい

て、それぞれの地域内でアンケートを行ったり、関係者に聞き取りを行い調査し、その結果を広

報紙、各種事業等で発表します。 

５  広報紙の発行 

    広報紙は各区地域教育会議の活動、地域や学校での教育にかかわる取り組みの紹介などを目的

に年２・３回発行され、回覧や学校を通じた家庭への配布により、地域に情報を伝えています。 



平成２６年度川崎区地域教育会議活動報告書
方針・重点目標 

・自主的・自立的組織の充実と運営を図る。

・中学校区地域教育会議との連携と支援の具体化を図る。

・青少年の健全育成、および市民の生涯学習を推進するための事業の実施と支援を図る。

・地域教育会議の趣旨・活動を地域に PR するための広報活動を展開する。

・川崎区子ども会議を実施する。

■子ども会議 

年度初めに区内の小学 4 年生から中学 3 年生までを対象に、約 9,500 枚の参加呼びかけ案内を配布。

年間を通して活動(21 回)
ﾃｰﾏ「川崎区にも冒険遊び場 夢パーク」を！ いじめ 福祉 募金活動について 子ども延べ 304 人の参加

★第 1回川崎区子ども会議サマーキャンプ 

8 月 9 日(土)～12 日(火) 3 泊 4 日 於：川崎市八ヶ岳少年自然の家 

参加者 子ども:小学生 26 名､中学生 14 名 計 40 人 

サポーター:子ども会議 OB 2 名、大学生 3 名､社会人 13 名  計 18 人    合計 58 名 

事前に計画・準備会を開き、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ,自分のやりたいﾃｰﾏや係・準備品を決めキャンプに臨んだ。 

･全体活動(星の観察､ﾅｲﾄﾊｲｸ､キャンドルﾌｧｲﾔｰ､肝試し､他) 
･八ヶ岳中央農業実践大学校での体験学習(農業・酪農・木工・豆腐作り) 
･自分のﾃｰﾏで自然体験（所内散策、工作、水鉄砲、竹でけん玉作り、里山遊び、紙飛行機を作って飛ばそう他）

･振返り新聞の作成   ･振返りの会 ８月３１日(日) 13:00～15:00 教育文化会館 

新しく里山遊びをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾆ導入川崎では出来ない田んぼに入って泥んこ遊び。幼い頃に戻って泥んこになりなが

らも皆満足。農業体験で緊張しながらの作った豆腐の味においしさ満点。台風で室内遊びのプログラムになった。

それは子ども達の一体感を肌で感じることになった。活動や遊びに子ども達の自主性や創造力が育ってきたよう

に感じられ、子ども会議の活動にもつながってきた。 

★拡大子ども会議

12 月 6 日(土)13:30～16:00 教育文化会館 参加者:40 名

Ⅰ.川崎区子ども会議の活動紹介 Ⅱ.臨港中学校北の東被災地でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験の報告

Ⅲ.分散会 ①川崎の自然と遊び ②福祉助け合い･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ③いじめのことがきになっていませんか

区長、副区長にも加わっていただきちょっと緊張気味だったが、良い雰囲気の中で話合うことができ、ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎の

発表もしっかりできた。 

■教育を語るつどい 12 月 23 日(火)13:30～15:30 教育文化会館 参加者 43 名 

Ⅰ部 川崎区子ども会議活動発表 ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟや募金活動の様子をﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｦ使って説明、各自の感想を報告

Ⅱ部 《現代の寺子屋は何を目指すか！を語る》

   ・「地域の寺子屋」実施状況報告 ・意見交換

    臨港中学校区で実施している寺子屋について、立ち上げや経過について臨港中学校区地域教育会議

事務局長の宮越氏による報告。引き続きサプライズゲストととして迎えた教育委員の中本賢氏によ

るお話。ご自身の幼少の頃のこと、その頃に住んでいた地域のこと、仕事のことなどの話。また川

崎の良さなど大いに語って頂いた。

■区内地域教育会議情報交換会

第 1 回  10 月 24 日(金)  参加者 30 名

    ･活動報告 ・グループ討論 テーマ「街づくりと地域教育会議」

１、防災について  ２、街をもりあげる    ３、世代間交流

第 2 回  4 月 21 日（火）18:30～20:30  教育文化会館  参加者 41 名

     ･27 年度活性化予算の配分について ・中学生死亡事件について検証委員会中間報告とそれを受

けての話し合い

■広報紙 川崎区地域教育会議だより｢らしんばん｣の発行

･４２号(11／1号)  ４３号(4／1号)



幸区地域教育会議

 ＜重点方針＞ 

１． 心身ともに健やかな子どもの発達のために、子どもたちとも協調しあいながら地域の 

教育・文化・芸術・スポーツ等の諸活動を展開する。 

２． 各中学校区の地域教育会議との一層の連携強化を図り、中学校区地域教育会議のため 

に相互の連絡や調整・支援を具体的にすすめる。 

３．委員の役割分担を明確にしつつ、全体として協調しながら一体感を持った活動を行う。 

４．地域の他団体とのより一層の連携を図り共催事業等を展開する。 

 ＜活動形態＞ 

   役割分担を明確にするため、全委員は「子ども会議実行委員会」、「教育を語るつどい

実行委員会」、「イベント実行委員会」、「広報部会」に所属し、活動方針に沿って独自に

活動を行っています。年５回程度全委員参加による「全体会」を開催し、報告・討議を

行い、全体としてまとまった活動を目指しています。

＜広報部会＞

 広報紙「てと手とて」を年２回発行しまし

た。実行員会活動の紹介や各中学校区の活動

紹介・報告をしました。

 第４０号：平成２６年９月発行

 第４１号：平成２７年３月発行

＜イベント実行委員会＞

 地域教育会議主催による恒例の新春もち

つき会を開催し餅を振る舞い、同日午後か

らは音楽とダンスの発表会「ニューイヤー

フェスタ」を開催しました。

開催日時：平成２７年１月１７日（土）

 開催場所：幸市民館 中庭／ホール

 来場人数：約３００名／２００名

＜教育を語るつどい実行委員会＞ 

講師に日本で最初のスクールソーシャル

ワーカーの山下英三郎さん、NPO 法人「フ
リースペースたまりば」理事長の西野博之さ

んを迎え、「対談 子どもの居場所をつく

る」と称して講演会を行いました。 

開催日時：平成２６年１２月２０日（土） 

開催場所：幸市民館 第１会議室 

 参加人数：５２名

＜子ども会議実行委員会＞

 各中学校区の子ども会議の内容を生徒が

発表し、討論を行いながら交流をはかりま

した。またグループ討議の結果、来年度に

「地域のまつり」のようなことを開催した

いということになりました。

 開催日時：平成２７年１月３１日（土）

 開催場所：幸市民館 第１会議室

 参加人数：６０名



中原区地域教育会議 H26 年度＜重点方針＞

1. 青少年の地域での活動を振興し、健やかな成長と発達を支援するため、家庭教育、学校教育、社会教育と連携した事業を

実施し、区内のネットワーク化を図る。そのため、区内中学校区地域教育会議との連携・支援を推進する。 

2. 地域の人々が、日常的に地域の教育に参加し、行政に住民の意見を反映できるように、中原区独自の意見・提案を整理、

集約し提言を行う。 

3. 地域の教育のために活動する町内会、子ども会、地域の団体等と連携・協力し、新しい時代の教育の振興を図る。 

中原区子ども会議 テーマ：『共に生きる 私とあなた』

第２１回中原区子ども会議の開催

 実施日：平成２７年１月１８日（日）

会場：中原市民館多目的ホールおよび会議室

10:00 開会・全体会（挨拶 映画『ハードル』

   の鑑賞）                

12:00 昼食＆休憩（ハヤシライス）      

12:45 アイスブレーキング

  13:20 分科会（子ども：４分科会、大人分科会）

14:30 全体会…鈴木区長のお話し 分科会報告 大人との意見交換

16:00 閉会

《参加者》小学生：２１人、中学生：８人、高校生：１人、大人：３０人  

子ども分科会ででた主な意見

○いじめの解決のために ○○○ 

◇悪いことをしたら・されたら・見たら、自分の知っていることをちゃんと伝える。 

その時、言い方やタイミング・伝える相手も考えて伝える。 

 ◇事実を知り考えることも大切。 

 最初のイメージを信じるばかりでなく、後から知ったことも大切にする。 

◇『川崎市子どもの権利条例』をいろんな人に知ってもらう。 

◇大人も目をそらさない。   ◇自分の悪いところを認める。 

今年度の成果と今後の課題 

①第２０回という節目の回の後、新しい小学生メンバーが 6 人も増え

た。元気な小学生を後押ししようと、中学生・高校生やサポーター

も積極的に参加し活動の幅も広がり、勢いのある１年間となった。

昨年のポスター作戦を引き継ぎ、みんなに見てもらえるポスターを

めざし意欲的に取り組む姿が見られた。子どもたちみんなの意見

で、(1)目を引くよう漫画を描いたものを入れる（高校生がパソコン

で作成）、(2)それぞれの年代に合ったポスターの方が効果的との意

見から、小学生・中学生・高校生のそれぞれが担当し各年代に合っ

たものを作る、との２つの案を採用。また、夏合宿で名前も決まっ

たウサギのキャラクターも入り、新しいデザインのカードとともに

各小・中・聾学校および高等学校、こども文化センター、市民館等

に掲示し、子どもたちの目につきやすいよう更なる工夫をした。

②子ども実行委員会(たんぽぽちゃ)の開催日を、主に第３土曜日の午

後１時からと変更してみることにした。(昨年度までは私立校の子ど

もたちに配慮し日曜に開催) 
→今までメインで参加してきた子どもたちの多くが受験の年を迎

えるため、土曜日なら来られる子に合わせて様子をみることに

した。参加できそうな子が参加できる状況を作っていきたい。

③第２１回子ども会議では、小・中学生がメインになって動けるよう、

引き継ぎや伝えることを意識して活動している姿が見られた。合宿

での体験を生かしプチ疑似分科会を行い、それぞれが役割を経験し

てみるなど日々の活動に本番に向けた練習を盛り込んだ。それで

も本番での進行は難しかったようで、引き続き練習していくことの

大切さを感じたようだった。

④第２１回子ども会議では、小・中のいくつかの分科会でいじめや

親・先生との関係について話し合われており、人権問題に関連する

事柄もあったことから、人権問題と向き合うことの大切さを感じ

た。

第 27回教育を語るつどい・第 45回保護者と教職員のつど

い 

主催 中原区地域教育会議「教育を語るつどい」企画実行

   委員会・川崎市教育委員会 

共催 中原区ＰＴＡ協議会・川崎市教職員組合中原支部 

日時 平成 27年２月７日(土) 13:00 ～ 16:00 

会場：川崎市中原市民館２階 多目的ホール 

参加対象：中原区内公立 小･中･聾学校Ｐ(保護者)Ｔ(教職

員)Ａ(組織)会員 ＆ 地域住民 

  参加者数：１３０人(内、一般参加１４人) 

ﾃｰﾏ：親力∞ ～ ありのままを愛する ～

実施方法：・全体会にて「中原区子ども会議」の活動報告

      ・講演 中央大学法学部教授 広岡 守穂 氏

      ・班毎のグループディスカッション ＆ 発表

アンケートの実施 (アンケート回収総数７７枚、回収率６２％) 
課題、感想等 

◎｢子ども会議｣からの報告では、「子ども達が大人を良く

観察して、敏感に色々な事を感じている事が解った。ま

た、自分達で考え、解決策を見つけていく事に頼もしさ

を感じた。」というお声を頂きました。大人として、子ど

も達のお手本となる行動をしていかなければと改めて再

認識する場面でもありました。

◎グループディスカッションでは、講師のお話を受けてそ

のまま帰路に着くのでは無く、聞いた事を班毎に話し合っ

て頂く。講演内容を再共有して頂いたことで、参加者の皆

様にも｢グループディスカッションの時間があって良かっ

た｣とのコメントを頂戴しました。と同時に｢教育を語るつ

どい｣/｢保護者と教職員のつどい｣と銘打っている割に、教

員の参加が非常に少ないとのご指摘もありました。

☆『川崎の地域教育会議ハンドブック』を、現在委員とし

て関わっている方を始め、全ての関係者に再読して頂き、

その役割をしっかりと担って頂きたい。

中学校区地域教育会議交流会 

(中学校区地域教育会議との連携の強化をはか

る企画を実施 ) 

 1回目 11月 11日 (木 ) 37名参加  

2回目３月 26日 (木 ) 25名参加  

その他 

･広報紙「やじろべえ」の発行 ３回 

･調査研究委員会 

(学習、調査研究活動「教育委員会制度改革とは」村上

佑介氏を招き学習会を実施) 

･「なかはら楽習会」の開催 ・・・・３回 

（関係団体による活動紹介と意見交流） 

               ･ 運営委員会  ８回 

               ･ 住民委員  １４人 



重点方針・特徴など

「地域の連携で教育力の向上を！」

私たちはコミュニティが持つ力や人々の絆を大事にし、「緩や

かな連携」という言葉をキーワードに物事を進めてまいります。

『高津区子ども会議』は、高津区地域教育会議の子ども会議委

員会が子どもの気づきと学びあいの場としてサポートしていま

す。主役は子どもたち自身。年１回開催する会議本番を目指し、

月１～２回（土曜の午前）実行委員会を行っています。会議の準

備だけでなく、二ヶ領用水ウォッチングフォーラムの方々の指導

の下に、二ヶ領用水の清掃活動などの実践活動も行います。

平成26年度の子ども会議本番は、“楽しく明るい笑顔があふれ

る町 高津区”をメインテーマに、①いじめについて、②環境に

ついて、③交通マナーについて、の3つの分科会を設けて話し合

いました。

年度末には高津区長へ会議内容を報告し、笑顔があふれる高津

にするために自分たちがやれること、区や大人たちにやって欲し

いことなどを伝えました。

平成26年度の『J．H．S．コミュニケーションin高津』は、

「楽しい学校について」というテーマの下、①いじめ、②校則、

③生徒会本部の活動、④あいさつ、⑤学校行事について、の5つ

の分科会を設けました。

少人数の方が話しやすいという中学生の意見で、ここ何年かは

少人数・多分科会で運営しています。

他校の人と交流ができて良かった、深く話し合いができて改め

て考える機会になった、各学校で同じ試みをするというので結果

が気になる、参加して良かったという声がありました。

学校行事や部活、部の大会、テスト期間など各学校それぞれで

あり、5つの学校で集まることは難しいのが現状ですが、今後も

続けていけるよう環境整備をしていければと考えています。

平成26年度の教育を語るつどいを11月22日（土）高津市民館で開催

しました。

このつどいとしては初の試みですが、高津高等学校合唱部のコーラ

スによるオープニングイベントを実施しました。講演へのいい導入に

なり、おいでいた

だいた方に好評で

した。

私たちは、子ど

もの問題は大人の

問題であり、大人

自身の学びが大切

だと考え、「子どもの育ちと親の関わり」をメインテーマにつどいを

開催してきました。親
おや

力
りよく

をキーワードに展開する親
おや

野
の

智
ち

可
か

等
ら

先生の話

は、このテーマにピッタリのものになったと思います。題して“本音で
語れる子育てライフ”。
長年の教師生活で得た豊富なエピソードにより、伝えたい思い・考

えを話してくれました。親が子どもの話を先入観なしに聞いてあげ

る、そしてまずは共感してあげる、それが親子間の本音の話し合いに

つながるのかな、と感じました。また、自己実現力が大事だというこ

と。これが親野先生の伝えたかったことだと思います。

お話の中で、常識の間違いや勘違いを指摘してくれました。「叱る

場合に人格否定は駄目だが物事について否定的な言い方はＯＫ」。こ

れは勘違いだった。子どもにとって、いくら物事について言われてい

ても、言われているのは自分以外の何者でもない。言われ続けると自

分に自信が持てない、自己肯定感が持てない、ということになるとい

うお話でした。他にも、〝鉄は熱いうちに打て〟の勘違いなど、触発

される項目が多い講演でした。

住民委員サポーター（高津区で市民活動の経験がある方について、区民でなくとも、住民委員に準ずる形で当会議に参加いただく［平成24年度の住民委員選出要

領一部改正］）が順調に増えています。

平成27年度の総会で規約の一部改正を行い、議長の指示により地域の諸団体との連携などの特定の職務を担当する役員、

「専任役」を置くことげできるようにしました。地域の諸団体との連携をさらに強化していきたいと思います。

中学生会議委員会子ども会議委員会

◆平成26年度の活動紹介◆

教育を語るつどい委員会

■講 師
教育評論家 親野 智可等 先生
1958生れ。本名 杉山 桂一。
公立小学校で23年間教師を務める。
教育現場の最前線に立つ中で、親が
子どもに与える影響力の大きさを痛
感。メールマガジン「親力(おやりょ
く)で決まる子供の将来」を発行、各
メディアで絶賛される。著書多数。
退職後の現在は、全国各地の教育講
演会で大人気となっている。

トピックス
◆

◆

※高津区地域教育会議では、平成18年に区内5中学校の生徒会役員による「中学生会

議」が誕生し、情報交換・意見交換を行っています。20年以上前から開催していた

中学生のありのままの声を聞き、大人たちとの相互理解や地域社会の役割を考える

『中学生の声を聴くつどい』も、平成22年度から中学生会議委員が主体的に運営す

るものとして、『J．H．S．コミュニケーションin高津』と改称しました。





平成２６年度 多摩区地域教育会議 活動報告

平成２６年度 活動重点方針

第１０期２年目締めの年度で、当初の方針に基づき各団体から推薦の委員、各組織からの選出委員、

住民委員がそれぞれの立場で協力と連携を図り地域教育会議の運営遂行に努力する。

＊子ども、大人も心豊かでともに関わりあえる地域社会を作る。

＊子育て支援の段階から生涯学習まで、保護者、教育現場、地域とのネットワーク作りを行う

＊地域における「教育」のあり方については、自らの責任のもと、委員会を通じ主体的に交流する

＊１０期を迎えた多摩区地域教育会議の規約の検証を行う。

★ 教育を語るつどい実行委員会 ★ 子どもの活動支援委員会

２７年１月１８日（日）多摩市民館 大会議室   ４月には２６年度ＴＫＣの活動開始！

“ネット社会の危うさ”ＰＡＲＴⅡを開催。 ８月：「多摩市民館デー」に「多摩区子ども区

～子どもの心と体の赤信号！親はどう動く～を   民会議」を開催し区長も交えて話し合った。

テーマに講師木村 尚文様の講演と、ワールド １０月は稲田公園での子ども遊びの会に参加、

カフェ方式のワークショップは、少人数のグルー １１月は子ども夢パークでのつどいに参加、

プで、参加者全員が意見を述べることが出来好評 １２月は楽しいクリスマス会で美味しいケーキ

だった。ＰＴＡとの連携により、多くの参加者で 作りもした。１月には「かわさき子ども集会」

活動の成果を上げることが出来た。       に参加、３月は卒業、進級のお祝会で２６年度

参加者：８２名     の活動を締めくくった。２７年度も仲間 

                  がいっぱい増えることを期待して！

★ 多摩区地域教育会議等交流委員会 

年３回行政区と区内７中学校区との交流会を開催 ★ 広報紙編集委員会 

お互いに情報交換、意見交換の場を設けて取り組

みの報告や課題について話しあう。毎回３０名位 広報紙「ちえの輪」

の参加者で活気あふれる会を持つことが出来た。    ６８号（９月発行）、６９号（２月） 

各中学校区からは議長、副議長、事務局などの ７０号（３月発行）年３回活動状況を

住民委員の参加も多く、先生方も交えて色々な 「多摩市民館だより」と一緒に、多摩区の

立で、話しあうことが出来た。 全所帯に町会を通して、回覧版で届け

 ７月１４日、１１月６日、３月５日に開催         ている。 

   参加者は２３名、２９名、２７名。



麻生区地域教育会議

重点方針： ○行政／学校／地域間の連携を容易にするネットワーク形成を図る

○活動メンバ各人の役割を明確にし、楽しく参画できる事業展開を図る

○活動メンバがスキルアップでき、実践できる場を設定する

◆◆ 26 年度の主な活動 ◆◆ 

年間テーマ：「子どもたちが自立して活動ができる（生きていける）ことをめざして」

教育を語る集い

前年度から引き続き「子どもたちが自立して活動できる（生きていける）」ことを目指

して地域教育会議ができることを「あさおの寺子屋」を通して検討および実践した。大人

の研修・ディスカッション・情報交換・子ども会議準備の場として委員だけでなく区民に

広く呼びかけ催しとしては３回開催。主なものとして以下

◆麻生区役所危機管理担当との意見交換：危機管理担当からは防災への取組みと課題、地

域教育会議からは自助の大切さの PR活動を報告し情報共有とともに意見交換
◆講演会①「やさしく理解できる思春期の精神疾患」

・東大大学院教育研究科から佐々木教授を招き、60 名の参加 

を得て、最近増加している思春期の精神疾患について医師の 

立場から解説。身近な大人（保護者、教員など）がどのよう 

に対応していったらよいか、明快な話であった。 

◆講演会②「折れない心を育てる」～母親だからできること～ 

  ・花まる学習会代表(高濱先生)を招き、麻生市民館大ホールを埋め尽くす 650 名を越す参加を得て、子ども

たちの現状分析をもとに親や取り巻く大人の対応についてサジェスチョンいただいた。講演会終了後も聴

講者が質問や相談を持ちかけるほど好評だった。

子ども会議

◆麻生スポーツセンターを活用し「昔あそび、物づくり 

体験」と被災地体験ミニ講演及び危機意識調査を実施。   

70 人の子どもたちが参加し、お手玉、けん玉や独楽を 

使った昔遊び、焼き物作り／人形作り／荷造り用のテ 

ープを使った球作りなどを体験。合わせて、被災地体 

験ミニ講演及び 3年目になる「災害への備えについて」 

アンケートを実施。東日本大震災から４年、災害への 

対応意識が薄れていっているのが分かり、危機感をも 

って継続して自助の意識を広めていく必要性を痛感。 

 ◆昨年から引き続き「ビブリオバトル」を活用し、子ど 

もたち自分たちの言葉による発表と意見交換を実施。 

中学校区との連携

中学校区の活性化や情報共有のため、２ヶ月に１回、区内８中学校区地域教育会議との情報交換を実施。

各中学校区の取り組み・運営方法を参考に、自中学校区に取り込むなど、活性化の一助となっている。



◎年間活動のテーマ 

地域社会での教育力の向上を図る ～地域の人、物、こととのふれあい・交流を通して～

◎概要 

 大師中学校区地域教育会議は、大師中学校区（大師中学校、殿町小学校、東門前小学校）

の保護者、地域住民、教職員が活動を進めています。各学校区で役割分担をし、「教育を語

る集い」「子ども会議」の開催や、情報紙「ハーモニー」の発行等にとりくんでいます。

◎2014 年度の主な活動（日付は 2014 年度） 

広報紙「ハーモニー」の発行 

 地域教育会議の活動を多くの人に知っていただくため

に、広報紙「ハーモニー」を、年２回発行しています。2014

年度は、50号、51 発行しました。「教育を語る集い」や「子

ども会議」の様子について、わかりやすく親しみやすい紙

面づくりを心掛けています。 

「教育を語る集い」 

第 1回 
７月９日に、大師中地区懇談会との共催で開催しまし

た。100名ほどが参加し、「子どもたちの日頃の様子」・「地

域が抱える子どもたちの育成課題」・「学校が地域と連携

できること」等々について話し合いました。 

第２回 
12 月２日、東門前小アリーナにおいて、株式会社ＬＩ

ＮＥの社員の方を講師としておよびして、｢知っています

かＬＩＮＥ？ネットについて学びましょう｣という題で

講演をしていただきました。当日は１５０名近くの保護

者や地域の方々が参加し、関心の高さが伺えました。 

ＬＩＮＥのしくみや、ネットに潜む危険性をわかりや

すくお話しいただき、それらから子どもを守る具体的な

方法を教えていただきました。 

「心をつなぐ地域の輪」運動 

「心をつなぐ地域の輪」運動として、殿町小学校の運動会に大師中学校吹奏楽部が参加し演奏し

ました。地域教育会議では、この活動をサポートしています。運動会にいらしていた地域の方や小

学校の保護者の方々から楽しかったと好評をいただきました。

「子ども会議」 

２月 21 日（土）大師ロータリーク

ラブと殿町小ＰＴＡのご支援ご協力

をいただき、多摩川清掃と自然観察会

を共催することができました。昨年

は、前日の記録的な大雪により、多摩

川清掃は中止となりましたが、今年は

穏やかな天候に恵まれ、１００名を大

幅に超える参加がありました。 

堤防の工事が行われていて、清掃活

動の範囲は縮小されましたが、熱心に

ゴミを拾い、あっという間に数十袋の

ゴミが集められました。 

清掃活動後は、干潟館で多摩川の生

物や歴史に触れ、河川敷を走り回った

り干潟を監察するなどして、多摩川を

感じることができました。 

小学校に戻り、殿町小学校のＰＴＡ

の皆さんが作った、温かい豚汁とおに

ぎりが配られ、車座になってみんなで

楽しく食べることができました。 

地域に住む子どもだけでなく、大人

にも多摩川の現状に目を向けてもら

う機会として、今後も続けていきたい

と思います。



ｃ

平成 26年度 南大師中学校区地域教育会議活動報告
重点方針 

これまでの活動で培った事業を継承発展させると共に、地域教育会議の趣旨に基づき運

営する。特に委員をはじめ関係者に学校での子どもたちの活動を見てもらえる機会を積極

的に設定し、教育を語るつどい等での話し合いの基盤としていく。

教育を語るつどい

子ども会議に対して、「大人会議」と呼ばれ

ているが、本年度は講演会を開いた。

1,日時 ： 平成 26年 12月 13日

2,会場 ： 大師小 多目的室

3,講師・テーマなど
日本コアコンディショニング協会会長、

一般財団法人日本ペップトーク普及協会

会長をはじめ、様々な経歴をもつ岩崎由純

氏を講師に迎えて、「元気・活気・勇気を

与えるトーク」をテーマにして講演をお願

いした。 

4,開催方法等 

   各校児童生徒向けの案内を配布したり、町

内会の回覧板での広報を依頼したりした。 

子ども会議

1,日時 ： 平成 27年 1月 24日
2,会場 ： 南大師中学校体育館
3,テーマ： 南大師中で遊ぼう
4,開催方法等
 本年度も南大師中に小学生・中学生・地域の協力者が集まり、小中学生の交流の場

として開催した。地域における中学生のリーダー性を育て、形式にとらわれず、た

くさんの子どもたちが集まり自主的で活発な活動が進むようにするため、遊びの場

を通し子どもたちの自己表現の場を作り出した。 

参加は、小学生約 90 人、中学生役 40 人、スタッフや協力の大人がおよそ 65 人だ

った。

本年度行った事業

・準備会 平成 26年 5月 30日
・総 会  〃   6月  9日

・運営委員会

    ①平成 26年 9月 16日
    ② 〃 27年 1月 24日
    ③ 〃 27年 2月 16 日 

・大人会議  平成 26年 12月 13日
・子ども会議  〃  27年 1月 24日

・広報誌

   ①第 59号 平成 26年 9月発行
   ②第 60号 〃  27年 1月発行  
   ③第 61号 〃  27年 2月発行 

・校区内各校の文化祭、学習フェスティバ

ル、ＰＴＡまつり等の行事への参加。



川中島中学校区地域教育会議 
～子どもにやさしい街は大人にもやさしい～ 

 川中島中学校区地域教育会議（川中島中学校・川中島小学校・藤崎小学校）では、中学校区の子育て・

教育について、保護者・教職員・地域住民との話し合いにより合意を作り出し、そのネットワーク化を

図ります。 

▼あいさつ運動▼ 

私たち地域教育会議の活動の大きな柱のひとつに「あいさ

つ運動」があります。「おはようございます！」の一言が気

持ちのいい一日をスタートさせ、地域と子供たちを繋ぐ、大

切なコミュニケーションであると考え、行っています。毎月

第１・３金曜日の朝のあいさつ運動の時だけでなく、あいさ

つが恒例になっています。 

７月第一土曜日の朝に、京急川崎大師駅前で川中島中学校

区の子どもたちが考えてくれた、すてきなあいさつ標語が入

ったティッシュを配りながら、あいさつ運動を展開しまし

た。標語を入れたのぼりも掲げて活動していたので、たくさ

んの人たちに気付いていただけました。 

 また、３月にはあいさつ運動強化月間として、各学校で子

どもたちにも標語の入ったティッシュを配り、活動を行いま

した。これからも、あいさつを通して人と人との心の結びつ

きを大切に、子どもたちがより安心できる環境になるよう、

あいさつ運動を継続していきたいと思います。 

☆あいさつ標語☆ 

おはようの 一言かければ 地域の輪 

あいさつが 町のみんなを つないでる 

にっこり笑顔 朝の宝だ あいさつって 

あいさつは 心がつながる あいことば 

あいさつの ひとつひとつが 思いやり 

おはようは えがおになれる まほうだよ 

▼花いっぱい運動▼  －花を通して地域に笑顔を－ 

今年度も、5月30日（金）に川中島中学校の花壇にひまわりの種をま

いたのをはじめ、10 月 18 日（土）には、同じく川中島中学校の「ふれ

あい体験講座」での寄せ植え体験講座を開催。できあがったプランター50

鉢は地域の公共施設や、いつも生徒を見守ってくださっている方々などに

配布しました。 

また、11月1日（土）の川中島小学校「川小ハッピーフェスタ」、11

月 22日（土）の藤崎小学校「藤崎ふれあいフェスタ」では、ベゴニア、

ミニバラ、カランコエなど色とりどりの鉢植えの販売を行い、お花ととも

に笑顔をお届けしました。 

▼教育を語る集い・子ども会議▼  平成 27年2月 10日（火） 

 藤崎小学校 多目的ホールにて昨年度退職された柴嵜 淳先生に「生きていく上で大切なこと」をテ

ーマに講演をお願いしました。ご自身の半生をふり返りながら語ってくださいました。小学校時代の友

達との思い出や水泳との出会い、大学進学と学校現場での経験から学んだ大切なことは参加していた子

どもたちだけでなく、大人の心にも深く残るものでした。 

 講演終了後の子ども会議では、柴嵜先生のお話を聞いて感じたことやこれから自分が大切にしていき

たいことについて意見交流をしました。はじめは少し戸惑う姿が見られましたが、次第に参加した生徒・

児童たちも自分の思いや夢について積極的に言葉にして表現していました。 

▼他の事業内容▼ 

5月…川中島小、藤崎小の運動会へ川中島中の生徒参加 

7月、12月…子どもを守る学校・地域連絡会開催 

7月…第18回川崎サマーフェスタウォークラリー参加 

7月、1月…天体観望会 

▼広報誌「ひろば」▼ 

7月…第44号発行 

11月…号外発行「あいさつ標語特集」 

12月…第45号発行 

27年 3月…第46号発行 



さくら小３年生・地域・学校・PTA

内容 講師/神奈川農業技術センター・関先生他

緑の活動

…　2014年度　桜本中学校区　「さくらもと地域教育会議」　事業報告　…

農業・食育講演会

日時 6月10日（火）10：50～11：35

場所 さくら小学校・音楽ホール

地区懇談会第2日地区懇談会第1日

日時 7月3日（木）19：00～20：45

場所 池上新町町内会館

子ども会議

夏休みに向けて、それぞれの近況等

日時 2月21日（土）10：00～

場所 桜本中学校・図書室

設置者情報交換、議長講演

参加対象 地域・学校・PTA

参加対象 こども110番設置者・地域

内容

内容 夏休みに向けて、それぞれの近況等

さくら小学校・畑

地域・学校

ジャガイモ等・畑手入れ内容

参加対象

場所

日時 7月1日（火）15：00～

こども110番設置者情報交換会・講演会

参加対象

畜産交流教室・科学館/見学・体験

教育を語るつどい

日時 7月4日（金）19：00～20：45

場所 池上町・桜本2丁目各町内会館

参加対象 地域・学校・PTA

内容
中学生主導による会議、

手作りとん汁・おにぎり会食親睦会

日時 11月6日（木）9：00～12：20

場所 さくら小学校・多目的ホール～花壇

参加対象 小学校3年生・地域・PTA・学校

内容 地域のお話・植栽（ビオラ他）

参加対象 小中学生・学校・地域・PTA

日時 １月17日（土）10：00～

場所 田島支援学校・ホール＆調理室

参加対象 地域・学校・PTA・小中学生・年少児等

内容 昭和音大生＆卒業生、コンサート

日時

場所

参加対象

内容

日時 12月13日（土）13：30～

場所 さくら小学校・音楽ホール

内容

花壇手入れ等

２０１4年度　「総　会」

日時 5月28日（火）19：00～

場所 桜本中学校・図書室

参加対象 地域教育会議委員

内容

10月25日（土）14：00～

さくら小学校・花壇

地域・学校

　　7月22日（火）7：30集合～

場所
大野山牧場「まきば館」
伊勢原子ども科学館他

施設見学会

みどりの活動みどりの活動

日時

議事・情報交換

参加対象 地域・子ども（小・中・幼）・PTA

内容

配布対象 地域・子ども（小・中・幼）・PTA

内容 広報誌発行

２０１４年度　「桜　空」

日時 10月1日（水）

発行 桜本中学校事務局校・髙野　詔次　編集長



臨港中学校区地域教育会議 26年度の概要 

共通の思い 子どもたちがふるさとと思えるような地域にしたい

委員総数 90 (PTA・町会・地域の団体から 35 学校から 36 行政機関等から 6 住民委員 13) 
8つの委員会に全員が参加。

①小学生と地域を結ぶ活動（11月 22日） 

「うどんとはし作り」児童 70名参加。学校、町会婦人部など地域
から 60名のスタッフで実施。毎年希望参加が多く、3、6年に限定。
ものづくりの楽しさと地域の人との出会いテーマにしています。

②中学生の夏休み地域体験活動（夏休み中） 

職場体験に全校生徒の 53％、218名が希望参加。区域内外 47カ所で
実施。

盆踊りに女子ソーラン隊 30 名。お祭りでみこし担ぎに 100 名。卒業
生も随所で参加してくれるのがうれしいです。。臨中の子どもたちは地

域の人との多くの出会いで地域の子としての実感を深めてきました。

③東北被災地に中学生がボランティアに（8月5日～8月7日） 

東北/宮城県でのボランティア実施。3回目。多くの応募を期待したが意
外に少なく、急きょ川崎区子ども会議のメンバーからも募った。中学生

6 名 大学生 3名 先生 5 名 地域 3 名 総勢 17 名で牡鹿半島の漁村
と、亘理町の仮設住宅で作業をしてきました。活動のさなか、女川町の

中国人実習生 162人全員が助かった背景のお話を聞きました。感動的な
お話でした。「日本人が中国の人を助けた”と言う事は、同じ日本人とし

てとても誇らしかった。私もこういう人になりたい。こういう心の優し

い人が増えていってほしいと思った」（中学生の感想文より）

この活動はいつも私達や中学生の心を打つ体験となっています。

④ふれあっちゃおう会（11月 29日 ） 

恒例のカローリング大会で、支援学校の生徒さんを含めて中学校区内の子どもたちの遊びを通してのふ

れあい活動を行いました。カローリングは年齢、体力の差をあまり感じないで楽しめるスポーツとして

注目です。

⑤子ども110番 

川崎市「子ども 110番」のほか臨中区オリジナル「見守り隊」ポスターの更新管理。
⑥中学校のオープン教室（6月26,27日 10月 29,30日） 

年 2回、地域の人が生徒と机を並べて勉強。双方に良い刺激となってます。
⑦広報委員会 

年間 3回発行。地域と学校のフレッシュな記事をたくさん載せています。
⑧地域の寺子屋事業 

今年度から新規に始まった事業。毎週水曜

日、大島小学校の図書室で行う学習支援は

登録 46名を高低学年で分けて実施。月一回
の体験活動、世代間交流は楽しいながらも

生きる力を応援する。地域と子どもたちの

様々な交流を通して、さらに地域力アップを目指します。

イメージキャラクターの寺ッコも一緒です。

「地域は私達にとって、ひとつの大きな家です」14年度卒業式の生徒の言葉から



田島中学校区地域教育会議

重点方針

「地域とともに」 ～教育会議への参加が楽しかったと言える活動にする～

  （１）子どもの教育および住民自らの生涯学習について、親・教師・地域住民のよりよい連携と協力関係を

築き上げる。

  （２）学校教育・教育行政・地域の教育活動等に親・地域住民の要望・意見を反映されるようにし地域の実

情に合った教育環境作りに市民が参加しやすいようにする。

  （３）地域教育振興・発展のために活躍できる諸団体の連絡調整を図り、それぞれの団体が互いに連携し合

い、活発に活動できるように援助協力する。

学校行事への協力「ペンシルバルーン」

～小田小学校「ふれあい広場」・東小田小学校「ふれあいプラザ」・田島中学校「田島フェスタ」にて～

毎年、大盛況のペンシルバルーンです。今年度も、あっという

間に風船がなくなってしまったほどの人気でした。

剣やプードル、熊、花など、様々な形のバルーンを目にし、興

味津々の子どもたち。「剣はどうやって作るの？」「ハート形を作

りたい！」と自らバルーンアートに挑戦する姿が見られました。

できたバルーンをうれしそうに持ち帰っていました。

教育を語る集い「自然と遊ぼう！田舎に泊まろう！」

参加人数 小学生２０名 引率スタッフ１０名

平成２６年９月２０日・２１日の一泊二日の日程で、田島中学校区地域教育会議と小田こども文化

センター共催の宿泊行事が実施されました。宿泊先は横浜市戸塚区俣野町。二階からは遠く江ノ島の

灯台が見える自然の美しいところでした。野菜収穫、花火、ナイトハイキング、カレー作り、流しそ

うめん、洞窟探検、遊水池での水遊び

子ども会議「ジョイントコンサート鑑賞会」

参加人数：小中高生および成人、引率スタッフ 計１９０名

平成２７年１月１８日（日）に、県立川崎高校の

視聴覚ホールにて、神奈川県立川崎高校と田島中学

校の２校の吹奏楽部によるジョイントコンサートを

実施しました。 

小さな子どもたちからお年寄りまで多くの方が来

場され、受付には長い列ができたほどでした。

ディズニーの名曲からディープパープルメドレー

など、誰もが知っているような選曲でしたので、会

場もとても良い雰囲気になりました〝音楽のまち

かわさき〟として、音楽を色々な形でとりあげてい

ますので、地域としてもこのような時間や機会を少

しずつ持てるように今後も企画していきます。

「私たちの町を知ろう～ウォーキング～」

参加人数：小中高生および成人、引率スタッフ 計３５名

 平成２７年３月２７日（金）に、田島中学校を出

発し、八丁畷駅・天空橋駅・新整備場駅を経由し、

ＪＡＬの工場を見学しました。展示エリアやふだん

見ることの出来ない航空教室・格納庫を見学し、と

ても興味深い体験をすることができました。羽田空

港の第一・第二ビルの展望デッキでは、壮大な空港

全体の景観を一望することが出来ました。帰路の途

中で穴守稲荷神社を参拝し、神社の歴史にも触れる

ことも出来ました。 

今回は川崎市外ではありますが、ＪＡＬ工場の見

学という貴重な体験ができ、参加したメンバーは充

実した一日を過ごすことが出来ました。



京町中学校区地域教育会議 
重点方針   

 児童健全育成を目標とし、地域・学校・保護者との連携を図り、情報の共有化及び児童が安全・

安心して、育つことの出来る環境作りを行う。 

【教育を語る集い】 

 人形劇団ひとみ座「賢治のカバン」より 

     セロ弾きのゴーシュ/注文の多い料理店の鑑賞 

 日にち：平成 26 年 10 月 31 日   参加人数：220 人   

 場所：浅田小学校体育館 

「セロ弾きのゴーシュ」「注文の多い料理店」は、宮沢賢治の有名な童話です。 

 客席と同一フロアに人形劇舞台を設営し、人形たちのとてもリアルな動きを近くで感じること 

 ができました。 

【子ども会議】 9 月 10 日浅田小学校体育館       【体を動かしリフレッシュ！】   

 ♪心をひとつに毎日スマイル               9 月 27 日 小田小学校体育館 

      みんなにやさしい楽しい学校♪ 

                          講師に飯島淑子先生をお招きし、スト

レッチや川崎市のゴミ収集車で流れ 

                          る「好きですかわさき愛の街」の音 

 「よりよい浅田小をめざして」をテーマに      楽に合わせての体操などもあり、心地 

 1 年生から 6年生各クラスごとに、学校・家庭・   良い汗をかきました。 

 地域についてしっかり発表ができていました。            参加人数：31 人 

            参加人数：256 人 

 【むかし遊び】 11 月 22 日浅田小学校体育館 

  浅田まつりに参加協力し、こま・めんこ・ 

  あやとり・お手玉など、子どもも大人も 

  一緒に楽しめました。 

            参加人数：93 人 

その他  

 浅田こぶん文化センターの行事「こぶんまつり」「餅つき」に参加協力、むかし遊びは浅田小

1年生、京町中学校ワークショップでも実施。 

 今後も地域と共にを目標とし、企画・運営の充実を図って行きたい。 



花いっぱい運動 

平成 26 年 11 月 29 日（土）12:20～14:00 

川崎市立渡田中学校（当日雨天） 

対 象：地域の小・中学校、児童・生徒、 

保護者、地域の方々 

参加数：子ども約 50 名、大人約 70 名 

では、体験コーナーとして、地域の方がこ 

まやトートバッグの作成を指導し、参加し 

た児童生徒も熱心に聞き入り、よく活動し 

ていました。 

渡田中学校区地域教育会議 

重点方針：組織の強化と諸事業の活性化を図る。

当日は大雨の降る中、足を運んで頂いた 

地域の方へ花苗を配布しました。また校内

教育を語るつどい 

平成 27 年 2 月 21 日（土）13:00～15:30 

会  場：川崎市立渡田中学校 

対 象：地域の小・中学生、保護者、地域

の方々、渡田中学校区地域教育会

議委員 

参加数：大人 40 名、子ども 80 名 

テーマ「子どもたちの健全育成について」 

 子ども文化センター主催の「なかよしら

ららコンサート」や渡田中学校吹奏楽部に

よる演奏、地域バンド「ちょっきんず」に

よる演奏が行われました。また学区の校長

先生 2名（新町小学校阿部校長先生、渡田

中学校内元校長先生）に、子どもたちの健

全育成と地域のつながりについてお話を

いただきました。 

子ども会議 

平成 27 年 2 月 5 日（木）15:30～16:30 

会  場：川崎市立田島小学校 

対 象：新町小・田島小・東大島小・渡

田中の児童生徒、教職員、渡田

中学校区地域教育会議委員 

参加数：子ども 24 名、教員 7名、渡田

中学校区地域教育会議委員 

テーマ「あいさつ」について 

 各学校の取り組みの報告と意見交換

をしました。また、学校、家庭、地域で

のコミュニケーションツールとしてあ

いさつの大切さを考えました。今年度は 

さらに副題として「地域」について各学

校日頃より考えていることが発表され

ました。地域の方の取り組みへの感謝の

気持ちを表したり、児童生徒から見た地

域への要望等多種多様な意見交換がな

されたりしました。最後に議長より「今

後とも活発な意見発信がなされるよう

積極的に活動してほしい」等の総評をい

ただきました。









地域体験活動

 【日 時】８月２日（土）３日（日）       

 【場 所】各町内会会館 公園 

 【内 容】部活動主体によるお神輿の参加・協力 

      よさこいソーラン披露 吹奏楽部演奏 

【参加人数】 240人 

地域の方の感想

 中学生の協力で御神輿担ぎは大変助かっています。よさこいソーランの踊りは毎年楽しみにしている

お年寄りもいて毎年来て踊りを披露していただきたいと思っています。地域の行事に中学生が参加して

くれることで行事の活性化、子ども(小学生と中学生)同士のつながり等、良い効果が出ていると思いま

す。

重点方針

子どもたちの健全な育成を目指し、地域と学校と家庭のつながりが深められるような活動

をし、地域に根ざした教育支援団体として活動する。

教育を語るつどい

 【日 時】１２月６日（土）       

 【場 所】戸手小学校 

 【内 容】コーチングで子どものやる気を引きだそう

 講師 田中幸雄（元プロ野球選手） 

 【参加人数】 ４３人 

子ども座談会

 【日 時】８月２９日（月）       

 【場 所】御幸小学校 

 【内 容】小学生から中学生に聞きたいこと 地域のみんなとやりたいこと 

 【参加人数】 １７人 











平成2６年度の活動紹介 

玉川中学校区地域教育会議の活動は、広報紙「かけはし」で地域に伝えています（2６年度は3回発行）。 

「星空アニメ映写会」   7月1２日（土） 

今年で４度目を迎える、地域活性化委員会主催

の教育セミナーです。地域の中丸子神明神社で、

18時 30分より始まりました。当日は模擬店も出

され、約５００人が集まりました。議長自ら 16

ミリ映写機を操作し、手作りスクリーンいっぱい

に3本のアニメーションが映されました。 

運営面で大変な部分もありますが、親子で楽し

い時間を過ごせると好評をいただいているので、

今後も継続していく予定です。 

「子ども会議」        12月1０日（水） 

みやまえや２階会議室で13時30分から開催し

ました。玉川中から9名、玉川小・下沼部小から各

6名の 21人で「私たちにできること」というテー

マで話し合いをしました。ほとんどが初対面であり

ながら、中学生が上手くリードして意見を出しまし

た。グループが目標に向かって話し合いをした結果

を模造紙にまとめて発表し、終了しました。 

これからの話は時間切れのためできませんでし

たが、実現するためにどうしたらよいか？大人の関

わり方も学ばなければいけないと感じました。 

「宇宙教室 ～きみも宇宙兄弟になろう～」       ２月２２日（日）

～住みやすい街、コミュニケーションづくりをめざす～ 

玉川中学校区 地域教育会議 

 玉川中学校区地域教育会議は、実行委員会のもと、「地域活性化委員会」「広報委員会」「ヒューマンネッ

トワーク」が連携し、活発な意見交換を行いながら活動しています。 

《重点方針》 

 ☆地域、家庭、学校の連携を推進し、青少年の健全育成を図る。 

 ☆広報活動を活発に行い、教育会議に対する理解を一層深める。 

 ☆子ども会議を通して、子どもの意見表明を行う。 

 ☆地域の特色ある人材のヒューマンネットワークを生かした活動に取り組む。 

今年度第２回目の教育セミナーは、玉川中学校体育館で JAXA 認定宇宙教育リーダーの合田知善さ

んを講師に迎えて『宇宙授業』を行いました。玉川中学校の体育館に２００人を越える老若男女があつ

まり、宇宙開発の歴史のお話を聞いた後、傘袋ロケットを作って盛り上がりました。

宇宙教育について（合田さんよりメッセージ） 

「宇宙教育」とは宇宙のことを教えるのが主目的では

なく、宇宙を教材にして、子どもたちの探求心を育む活

動のことを言います。「宇宙は子どもの心に火をつけ

る。」これが、宇宙開発業務に長く関わってきた先人た

ちの共通した実感であり、本活動を通して、日本の、そ

して世界の子どもたちが与えられた教育の機会をさら

に飛躍させ、世の中をよりよくしていく人材を生み出し

ていくことを切に願います。 



住吉中学校区 地域教育会議 （中原区） 
（苅宿小学校・木月小学校・東住吉小学校・住吉小学校（学校のみ参加）・住吉中

学校）

～第１回講演会～ 

 実施日時 平成２６年６月７日（土） 

 会  場 住吉中学校 体育館 

 参 加 者  住吉中学校 全生徒 教職員 

      保護者・地域のみなさん 

 講  師 ヒップファミリークラブ研究員 

講演内容   

テーマ 「世界～視野を広げよう」 

 多言語で開かれる心を育てよう！ 

・英語、韓国語、スペイン語、ドイツ語、ポ

ルトガル語、ロシア語などで自己紹介や会話

を行い、他言語と触れ合うことで聞く力・話

す力が向上し表情が豊かになるという企画。 

・研究員のみなさんの体験談には生徒が興味を

示し、「英語を頑張りたい」「他の言語も習得し

たい」などの反響がありました。 

～第２回講演会～ 

 実施日時 平成２6年１１月 21日（金） 

 会  場 木月小学校 体育館 

 参 加 者  木月小学校 4～６年生 教職員 

苅宿小学校 ６年生  

      保護者・地域のみなさん 

 講  師 田島 和彦 先生 

（川崎市ＰＴＡ連絡協議会ＨＰ運営顧

問） 

 講演内容   

テーマ 「ＬＩＮＥ（ライン）  

なりすましの恐怖・外部とのあつれ

き」
 ・現代の情報通信社会における様々なトラブ 

ルや対処法についての講演会. 

  ・子どもたちへの講演後には、保護者との質

疑 

応答の時間が設けられ、子どもが情報弱者に 

ならないようにうまく付き合っていかなく

ては 

◎教育行政への学区住民の意向を反映させるために、日常の生活圏に根ざした活動をし、教育への市民参加の

恒常化を図る。 

◎地域の教育振興、発展のために活動する他の諸団体との協力および連携を図るとともに、独立した団体

として地域の教育改革を図る。

☆★ 会議の目的 ★☆

☆★ 平成２6 年度の活動実績 ★

☆

事業委員会 … 講演会の企画・開催（年２

第１号発行…７月 

 新委員紹介・住吉中の地域ふれあい活動及び 

１回講演会の報告・地域の夏祭り日程掲載 

 新企画「地域とともに大きくなろう」の第１回

目 

第２号発行…3月 

  第２回講演会や子ども会議、中原区地域教育

会議の報告 

広報委員会 …広報紙の編集・発行（年 2回）

「住みよい町づくりのために 

わたしたちができること パート１

7」 

   ～地域の安全 危険な通学路～ 

実施日時 平成２6年１2月 2日（火） 

会  場 苅宿小学校 

テーマにそって、各小学校の代表児童と住吉中学

校の生徒会役員で子ども会議を開催した。 

各校発表の後、幾つかのグループに分かれて話し

合いを行い、その内容をまとめた。 

当日の運営・司会進行はすべて住吉中学校の生徒

子ども会議 

《 その他の活動 》 地域ふれあい活動（６月）・地区懇談会（７月）・祭礼パトロール（７～８

月）

総  会 

事務局

事業委員会 広報委員会 

各団体代表者会議

運営委員会 

住吉中学校区地域教育会議は 

中学校 1 校・小学校 4

校

9つの町会 ・ 他 2団体



平成２６年度 井田中学校区 子ども会議 実施報告書 

実施日時：平成２６年１０月２８日（火）15：50～16：50 

会  場：川崎市立井田中学校 図書室 

参加対象：井田中学校区地域教育会議委員 

     井田中学校生徒・井田小学校児童・下小田中小学校児童・住吉小学

校児童 

参加者数：井田中学校生徒   ７人 

     井田小学校児童   ５人 

     下小田中小学校児童 ５人 

     住吉小学校児童   ５人 

     スタッフ等    １０人         計３２人 

実施方法：小グループに分かれての話し合い→最後に各グループの発表 

趣  旨：「中学校の生活はどんな生活」 

内 容 等：①井田中学校区地域教育会議委員からの趣旨説明 

     ②３つの小学校のグループに井田中学校の生徒会本部役員が分かれ

て入り、中学校の生活を説明し、小学生の質問に答える。 

     ③３つのグループの話し合いの内容を中学生が発表し、小学生が発

表した。 

【小学生の質問】 

・小学校に無い教科、授業時間数 

・部活動の活動時間はどのくらい 

・登校時間、テストについて 

【小学生の感想】 

・小学校との違いを実感することができた 

・体験授業、部活動体験があり、初めは大変と感じていたが、すごく

楽しかった。 

・早く中学校に入学したくなった 

・授業の様子がよくわかった 













橘中学校区地域教育会議

議長 澁谷 隆弘

平成２６年度 橘中学校区地域教育会議活動報告（子ども会議）

１，重点方針・特徴

  ・地域ネットワーク（地域・家庭・学校）の活性化

・生涯学習的企画内容の拡大

・思いやり精神向上

２，子ども会議

 （１）実施方針

① 子ども達の生の声を聴くこと

② 小学生と中学生のコミュニケーションの大切さを体感させること

③ 子どもたちの表現力を高めること 

 （２）日にち   平成２６年８月１８日（月）

 （３）時 間   １０：００～１２：００

 （４）会 場   川崎市立橘中学校 武道室・特別活動室

 （５）参加人数  小学生４３名、中学生３３名、大人１０名 スタッフ２０名

 （６）テーマ  「未来の自動販売機」～今、地域に必要なこと・感じたこと～

（７）実施方法  小学生と中学生の混合グループに分かれ緊張をほぐすために

ゲームで盛り上がった後、テーマに沿ってグループごとに話

し合い、段ボールでイメージを形にして発表する。

 （８）内容・評価

各グループでリーダーを決めてから、皆の意見を出し合いました。今回のテーマ

で、各自が自動販売機を発送して、活発な意見交換をするグループがほとんどであ

った。最後に各グループから話し合いの結果が発表され、今後の未来を真剣に考え

る必要性を感じる具体的な意見が出された。その後、他のグループに対しても作成

の意図や実用性などの感想を伝えあえた。また、地域 最後に各グループから話し

合いの結果が発表され、今後の未来を真剣に考える必要性を感じる具体的な意見が

出された。その後、また、地域の方々からは、

子ども達が実体験を通して、地域の力になってもらいたい。子ども達は、問題に

真剣に考えており、何か行動を起こしたいという考えを持っている。というお褒め

の言葉をいただきました。









[テキストを入力] 

教育を語るつどい (生涯学習委員会：宮崎小学校担当) 

「かんたん＆かわいい撮影術」
9月 4日(木) 宮崎中学校特別活動室 参加人数 57名
テレビ・雑誌などで紹介多数の「Photo Lesson今井しのぶさん」
を講師に迎えて、子ども・食べ物・植物などを少しの工夫(アングル
・光の取り入れ方・構図)で、簡単に可愛く撮れるコツを教えて
いただきました。

「健康・美体操 首・肩を緩和＆骨盤を修正してアンチエイジング」
12月 4日(木) 青少年の家 参加人数 29名
一軒家サロン「ラベンダーローズ」で整体師・アロマセラピスト

・リクライゼーションセラピスト・フローリストとしてご活躍の

豊島久恵さんを講師に迎えて、コリ緩和・骨盤矯正のコツや体操

をご指導いただきました。

宮崎中学校区地域教育会議 
「あったかまつり」の開催と各委員会の活動を通して、子ども・学校・地域をつなぐ 

子ども会議 (地域教育委員会：西梶ヶ谷小学校担当) 

走り方教室「ルン RUNラン RUN楽しく走ろう」
1月 6日(月) 西梶ヶ谷小学校グラウンド 参加人数 140名
KaJACの講師を迎え、140名を超える子どもたちが楽しく早く走る
コツをつかむために集まりました。

スタートの方法、フォームの見直しなど細かい指導で自分の走りが

早くなったのを実感できたようです。

「星空ウォッチング」
2月 13日(金) 宮崎中学校特別活動室・グラウンド 参加人数 193名
「かわさき宙と緑の科学館」の先生方から 2月に見られる星座のお話
があり、その後グラウンドに出て 4台の望遠鏡を使ってスバルや木星
が綺麗に見えて驚きの声があがりました。観測後は豚汁が振舞われ、

冷えた体を温めて楽しそうに見えた星について語り合っていました。

第 12回 「あったかまつり」 (全体で取り組む活動) 
11月 1日(土) 宮崎中学校体育館（雨天のため）

宮崎中 PTA「宮崎中フェスティバル」と共催で「あったかまつり」
を盛大に開催しました。雨天で初の体育館での開催となりました。

体育館でのステージ発表、体験コーナーに小中学生や地域の方が

多数来場しました。今年もコーナーの運営には多数の中学生ボラン

ティアが大活躍。各学校・PTA、町内会、地域団体の皆さんの出演
やお手伝いをいただいて今年も楽しい一日をすごしました。

ステージ出演者からは「体育館のほうがいいかも」という声もあり

ました。新しい取り組みとして各学校の施設利用団体の体験コーナー

への参加もあり、団体の紹介ポスターを掲示するコーナーも設け

地域団体相互の連携をはかることができました。

広報紙「萌」 (広報委員会：梶ヶ谷小学校担当)  
本年度も 3回発行しました。41号(9月)、42号(12月）、43号(3月
すべてカラー印刷となり、きれいな写真がたくさんで、私たちの活動を

皆さんにお伝えする充実した紙面となりました。






