




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が

「あいさつ運動」です。毎月第１・３金曜日の朝には

各校の校門前や通学路において、あいさつ運動を実施

しています。7 月 2 日(土)には、京急川崎大師駅前で

「あいさつ運動」を行い、元気なあいさつとともに川

中島中学校区の子どもたちが考えた標語入りのティッ

シュを道行く方々に配布しました。

 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。地域の安全・安心もあいさつから！

川中島中学校区地域教育会議はこれからも「あいさつ

運動」を推進していきます。 

☆あいさつ標語☆ 

（今年度募集し、 

選ばれた標語です） 

地域から ぼくらを見守る やさしい瞳 

お帰りと むかえる家族が 宝物 

こころから あいさつすれば きもちいい

今日こそは 言ってみようよ おはようと

ていねい語 かっこいい大人の 仲間入り

おはようの その一言が 笑顔呼ぶ 

▼花いっぱい運動▼  －花を通して地域に笑顔を－ 

川中島中学校においては、5 月 20 日（金）にのボランティアの生徒とともに花壇にひまわりの苗や

種をまき、10月 22日（土）には、「ふれあい体験講座」で寄せ植え体験講座を開催しました。生徒た

ちはビオラやノースボールを丁寧に植え、「心がいやされた。」「花に興味を持った。」 

などの感想を述べていました。出来上がったプランターは駅などの公共施設や、地域の 

方々などに配布し、一年を通して花を咲かせ、地域の人々を笑顔にしています。また、 

11月 26日（土）には川中島小学校の「川小ハッピーフェスタ」、藤崎小学校の「藤崎 

ふれあいフェスタ」において、色とりどりの鉢植えの販売と寄せ植え体験を行いました。 

▼教育を語るつどい▼

平成28年 12月 19日（月）川中島中学校にて、「子どものＳ

ＯＳにどう気づいていくか」をテーマに、神奈川県スクールカ

ウンセラー協会理事長の小見祐子先生を講師に 

お迎えし、精神面から子どもたちをサポート 

することの大切さ、難しさについて、お話し 

いただきました。 

豊富な経験からのお話は、実際に子どもたち 

に向き合っている保護者にも大変参考になり、 

熱心にメモをとる姿も見られました。 

▼こども会議▼ 

 平成 29年 2月 24日（金）各校約10名の代表が参加した

「こども会議」を川中島中学校にて開催し、「学校以外での過

ごし方」「放課後や休日の過ごし方」をテーマに 3 グループに

分かれワークショップ形式で意見交換をしました。公園でボー

ル遊びができないなど、子ども目線ならではの問題点も浮き彫

りになりました。中学生が意見をうまくまとめる姿が印象的で

した。

▼天体観望会▼ 

 2 月 2 日（木）天体観望会を開

催しました。宙と緑の科学館の方の

解説の後、素晴らしい条件の中、月

や惑星の観察を行い親子連れなど

200名ほどの参加がありました。 

▼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 20 回川崎サマーフェスタ

ウォークラリー参加 

▼広報紙「ひろば」▼ 

年４回発行（10月、3月） 

号外（7月、11月） 





臨港中学校区地域教育会議 28年度の活動概要 

子どもに寄り添う地域をめざして   様々な出会いの場、居場所、活躍の場を提供

委員数 96 (PTA・町会・地域の団体から 37 学校から 38 行政機関等から 6 住民委員 15) 

① 小学生と地域を結ぶ活動（10月 15日、土） 

「うどんとはし作り」児童 100 名参加。学校、町会などから 86 名のス
タッフ、合計 180名で実施。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を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） 

18 回目の地域体験活動。職場体験に全校生徒の 53％、231 名が希望参
加。中学校区内外 50カ所で実施。一人 5ヶ所の制限ですが、3年間で 15
か所も体験する子がいます。地域行事では盆踊りにソーラン隊が 7町会で延べ 182人。お祭りでみこし
担ぎに７町会に分かれて約 150名。卒業生も随所で参加してくれるのがうれしいです。子どもたちは町

の人との出会いで地域の子としての実感を深めています。

③ 東北被災地に中学生がボランティアに（8月3日～8月5日） 

5回目。中学生 22名 先生 8名 地域 4名 過去最大の 34名で牡
鹿半島の史跡のある漁港・月の浦で草刈り、清掃作業。炎天下の中よ

く頑張り、感謝の言葉をいただきました。ほかに閖上、石巻などの被

災地見学。また、今年は亘理町吉田中学校の生徒さんと地域のことで

話し合う交流会を持つことも出来ました。体験後生徒の文化発表会や

地域教育会議などの場で行った発表が高い評価を頂きました。

④ ふれあっちゃおう会（11月 19日、土） 

恒例のカローリング大会で、田島支援学校の高校生さんと中学校区

内・小中の子どもたちが、遊びを通して楽しくふれあいました。今回

はパラスポーツのボッチャにも挑戦しました。

⑤ 地域ふれあい集会（2月10日、金、夜） 

中一死亡事件から 2 年。その際「LINE」を通して少年たちが繋がっ
ていたことが話題になりました。今回は NPO 情報セキュリティフォーラムの植田威先生によるネット
社会での危険と、安心な環境を考える学習会を行いました。40名参加。
⑥ 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。
⑦ 中学校のオープン教室（6月28,29日 11月 15,16 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。
⑧ 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。
⑨ 地域の寺子屋事業 

毎週水曜日行う学習支援は大島小学校で登録 80名。渡田小学校で 150名。それぞれ 2グループに分か
れて実施。月一回の体験活動はいろんな経験で、子どもたちに幅広い生きる力を養う。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。

お陰様でこの事業が昨年12月 8日に文部科学大臣賞を受賞しました！ 



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２８年９月１７日・１８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２９年１月２２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。

スタジオジブリメドレーなど、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５０名

 平成２９年３月２９日（水）に、田島中学校を出

発し、京急川崎駅から電車を経由し、小島新田から

歩き、キングスカイフロントを見学しました。展示

エリアや普段見ることのできないものに触れて、大

変実りの多いものでした。その後大師河原水防セン

ターに移動し、見学。環境学習も行うことができま

した。

河川での散策で、カニや貝を発見し、捕まえたり

するなど貴重な体験ができ、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】 

 学校ライブ『大切なものほど、そばにある』   場所：京町中学校体育館 

♪♪ 

  平成 28 年 11 月 21 日  

  「歌う道徳講師」大野靖之さんを招いて、学校ライブ 

   を開催しました。思春期の子どもたちへ家族や友人 

と素直に向き合う大切さを歌で語りかけていただき 

ました。 

 ♪♪       参加人数：298 人 

【子ども会議】       第 1 回 平成 28 年 9 月 14 日  参加人数：164 名

  浅田小学校体育館    第２回 平成 29 年 2 月 22 日  参加人数：169 名 

                 1 年生（代表児童）から 6年生の児童が「よりよい浅田 

                 小」をめざして、自分たちの考えをはっきりと発表でき 

                 ました。また、学校の一部改修工事が終わりきれいになっ

た学校がうれしく、「これからもずっときれいに使えるよ

うに大切にしたい。」という意見もたくさんありました。 

【地域パトロール】    22 時開始  参加人数：20 人 

 田島地区青少年指導員の方たちの協力を得て、学区内を 

 二手に分かれて自転車でパトロールしました。 

 雨で中止となった日もあり、今年度は 3回の実施でした。 

 事件、事故もなく注意すべき子どもたちもいませんでした。 

【むかし遊び】平成 28 年 11 月 26 日 浅田小学校体育館  参加人数：120 人   

 浅田まつりに協力 こま、めんこ、あやとりなどで大人と一緒に楽しく交流できました。 

【美化環境整備】平成 29 年 3月 21 日     参加人数：15 名 

 地域の美化環境を踏まえ、春らしい花の寄せ植えをし花壇造りをしました。出来上がったもの

を中学校区内の三校に、新入生を迎える美化環境の一部として飾ることができました。 

その他  

  浅田こども文化センターの行事「こぶんまつり」「餅つき」に参加協力しました。 

  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 28 年 10 月 29 日（土） 

平成 28 年 3 月（卒業式に合わせて） 

対 象：地域の小・中学校、児童・生徒、 

保護者 

参加数：大人 10 名 

 「田島小１４０周年出発祭」とタイア

ップして、参加していただいた地域の

方々に、花の苗を配りました。 

 また、各校の卒業式に合わせて、花の 

苗配りました。 

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。

教育を語るつどい 

平成 29 年 2 月 22 日（水）13:30～14:45 

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８５名、子ども３５１名 

講演「未来に向かっていけば、道は開け

る～夢を持って～」 

 今年度は、元プロボクサーの坂本博之さ

んを招いて、講演会を行いました。 

 坂本さんから、「夢を持とう」「努力を続

ければ必ず夢が生まれる」「今すぐに頑張

り始めよう」というメッセージをいただ

き、希望する子どもとステージ上でミット

うちなどを行いました。 

子ども会議 

平成 28 年 2 月 7 日（火）15:30～16:30 

会  場：川崎市立渡田中学校 

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 20 名、教員 13 名、渡田

中学校区地域教育会議委員 6

名 

テーマ「地域に向けて各学校の取り組み

を発信しよう」 

 渡田中学校で、平成 28 年 11 月 19 日

（土）に行われたワークショップ渡田に

ついて、 また、小学校からも、各校で

工夫していることなどを中心に報告が

ありました。 

最後に議長より「今後とも活発に発信

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。 







南河原中学校区地域教育会議

（南河原中学校・南河原小学校・幸町小学校）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・議長 押山 兼二

学校・家庭・地域の協働で子供の笑顔がかがやく地域を

◎重点方針

・地域住民に開かれた活動とその活性化 

・広報活動の充実（過去のニュースよりこれからのお知らせ） 

・教育問題に関する調査・報告（ネット・ＳＮＳ利用など） 

◎本年度行われた事業

◇７月：総会、調査委員会テーマ決定（調査委員会） 

地区懇談会への参加 

◇6月～8月：各種防犯パトロール活動 

◇9月：３委員会活動開始（これより随時） 

広報誌第３９号の発行（広報委員会） 

◇11 月：連合町内会運動会への参加、 

広報誌第４０号の発行（広報委員会） 

◇12 月：「みんなわになって」の開催（地域活動委員会） 

今後の予定 

◇1月：花いっぱい運動の開催・子ども会議（地域活動委員会） 

◇2月：３委員会活動のまとめと総括、 

◇3月：広報誌の発行（広報委員会）  

◎第１３回 みんな“わ”になって

 南河原中学校放送部の司会により進められ、幸町小学校の生

徒によるダンスや太鼓、南河原小学校音楽委員会、南河原中学

校吹奏楽部、ル・アンジュ（地域の女性コーラス）、南中 PTA
コーラス隊、みんなで歌いましょう（写真）などが披露されま

した。今年はそれらに加えて、東芝ライドオンジャズオーケス

トラによる本格的な演奏もあり充実した催しとなりました。



地域体験活動

 【日 時】８月６日（土）７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】 ２８０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 ３日（土）       

 【場 所】西御幸小学校 

 【内 容】「落語に親しもう」

      講師 桂 米多朗 

 【参加人数】 ４５人 

子ども座談会

 【日 時】８月２６日（金）       

 【場 所】戸手小学校 

 【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】 ３７人 



塚越中学校区地域教育会議

平成２８年度 活動報告

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

平成２８年

５月２４日 第１回準備会 於：塚越中学校

平成２８年度総会の開催について協議。

・ 議長、副議長の選出および委員の確認。

・ 総会の次第、議案等の確認。

         今年度の活動について確認。

６月６日 総会 於：塚越中学校

（１）平成２７年度事業報告

（２）平成２７年度決算報告

（３）平成２８年度事業計画（案）

（４）平成２８年度予算（案）

  上記の件について審議し、原案どおり承認された。

また、総会後の情報交換では児童・生徒の近況や各地域

の状況等について話し合われた。

７月１４日 第２回準備会                於：古川小学校

「ふれあうな・か・まフェスティバル」の開催について

・ 開催日（平成２９年１月２８日）と場所（塚越中学校）を

確認。

・ 塚越中学校吹奏楽部と古川小学校太鼓クラブの出演確認と

他の出演団体募集について協議。

 こども会議の開催について

・ 開催日（平成２８年１２月２１日）と場所（塚越中学校

図書室）の確認及びテーマについて協議。

１０月２７日 第３回準備会 於：下平間小学校

こども会議の開催について

・ 開催日(平成２８年１２月２１日)場所（塚越中学校図書室）
受付１３時４５分、開催時間１４時００分～１５時３０分

に決定。

・ テーマは昨年と同じ「地域の人々が笑顔になるために、

明日私たちが取り組めることは」とする。

・ 当日の流れ、準備項目について協議。

・ 参加児童・生徒の募集確認。

         「ふれあうな・か・まフェスティバル」の開催について

・ 開催日（平成２９年１月２８日）で、開場９時４５分、

開催時間１０時～１２時に決定。

場所については（塚越中学校体育館）に変更となる。

・ 出演団体の決定、進め方等について協議。



１２月２１日 「平成２８年度こども会議」開催         於：塚越中学校

         １４時００分～１５時３０分

         テーマ「地域の人々が笑顔になるために、

                    明日私たちが取り組めることは」

参加は児童・生徒４５名、大人１８名

          古川小学校、下平間小学校、東小倉小学校の児童を７グループ

         に分け、各々のグループに塚越中学校の生徒が加わり、意見交換

         しました。

          中学生が中心となり活発な意見交換が行われ、最後に小学生が

         グループを代表して発表を行いました。

１２月    広報紙「ふれあうな・か・ま」第１号の発行。

平成２９年

１月２８日  「ふれあうな・か・まフェスティバル」開催     於：塚越中学校

午前１０時～１１時５５分。

出演① 古川小和太鼓クラブ

出演② 塚越中学校科学部

出演③ 古川小ダンスクラブ

出演④ 第二ひかり幼稚園（彩鼓奏）

出演⑤ 東小倉小学校ＰＴＡコーラス隊

出演⑥ 塚越中学校吹奏楽部        

今年も、多くの方々に出演していただき、和太鼓、科学実験、ダ

ンス、コーラスに吹奏楽と盛りだくさんなフェスティバルになりま

した。

 今年から名称をコンサートからフェスティバルに改め従来にも出

演していただいた音楽以外の方々にも合うようにしました。

これからも塚越中学校区の方々の良い発表の場となるようになっ

ていければと思います。     

３月     広報紙「ふれあうな・か・ま」第２号の発行。

一声あいさつ運動標語の募集。

       来年度にかけて回収と募集をします。

準備会以外に議長を含む住民委員にて事前準備のための会合を随時開催。









「星空アニメ映写会」   7月1６日（土） 

今年で６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。 

16ミリ映写機を使用し、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。  

模擬店には長い行列ができ、早々に完売するなど 

大盛況でした。親子で楽し

い時間を過ごせると好評

で、交通機関を使ってお見

えになる方もありました。 

平成 2８年度の活動紹介 

～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」 

が地域や学校と連携し、活発に和気あいあいと活動しています。 

《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。 

「ﾊﾟﾜｰｽﾄｰﾝｱｸｾｻﾘｰ手作り講座」 １月２１日(土) 

 話題のパワーストーンで自分だけのオリジナ

ルブレスレットを作る講座を第２回教育セミナ

ーとして行いました。多彩な才能をお持ちのさと

うよしえさんを講師に迎え、 

石の説明を受けてブレスレ 

ットづくりを行いました。 

  定員 50名のところ100 

名を超える申し込みがあり、 

当日は50名ずつの２部制で行いました。 

                     「石の特性が分かり興味

深かった。」「親子で気軽に 

                    楽しめた。」等、非常に好

評な講座になりました。

「子ども会議」        12月７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、玉川小下沼部小各６名の

21 人で「もしも大雨で多摩川が氾濫したら、私たちにできることは何か」というテーマで話し合いをし

まし    

た。昭和 49 年の多摩川決壊、平成 27 年の鬼怒川決壊の映像を視聴し、キー

ワードを元にグループで話し合い、模造紙にまとめて報告しました。 

                          今年は地域で、かつて多摩川の氾濫を防いでくれた、 

                        「有吉堤」の100周年記念碑が建立され、除幕式が 

行われました。地域の事、自分たちの生活を考える良 

い機会になったと思います。 

グループでまとめた模造紙は、3校で順番に回して掲示し、それぞれの学校で 

広報誌「かけはし」        №１～３ 

玉川中学校区地域教育会議の活動は、広報誌「かけはし」で地域に 

伝えています（2８年度は3回発行）。催しのようすや地域の行事が多 

くの人に伝わるよう、毎回工夫を凝らしています。













平成２８年度 西中原中学校区地域教育会議 活動報告書

西中原中学校区地域教育会議

○西中原中学校区の子育てや学校教育、そして住民自らの生涯教育について、保護者・教育・

地域住民が一体となって考えることにより、合意を作り出し、ネットワーク化を図る。

○教育行政への西中原中学校区内住民の総意を反映させるため日常生活圏に根ざした教育

への市民参加の恒常化を図る。

○地域教育の振興・発展のために活動する諸団体と連携・協力すると共に自主独立の団体と

して地域教育の改革を図る。

子ども会議 

日時：平成２８年１２月１０日（土）

会場：西中原中学校 特別活動室

テーマ：「キラキラ中原大作戦」

    ～つなげよう 地域の声と私たちの考え～

西中原中学校生徒会と西中原中学校区の小学校

（下小田中・大戸・新城・大谷戸）と聾学校の子どもたちが集まり開催されました。今年

度は地域の方々にも参加していただき、グループごとに地域から出た４つのテーマ①「中

原区の史跡について」、②「防災について、皆がもっと関心をもてるようにするために。」、

③「地域とのつながりについて」、④「子どもたちが集まりに参加するために」について

考え、意見をまとめました。子どもたちは地域の方々が色々な面で苦労されていたり、悩

んだりしていることを知り、自分たちにできることは何かを熱心に意見交換していまし

た。

音楽祭 

日時：平成２９年２月１８日（土）

会場：西中原中学校 体育館

テーマ：「音楽がつなぐ地域と学校」

西中原中学校と西中原中学校区の小学校（下小田中・大戸・新城・大谷戸）と聾学校の児

童、生徒、ＰＴＡ、地域の方々による計１８もの出演団体が集まり開催されました。当日は

多くの地域の方々が来場し大変盛会な音楽祭となりました。

広報誌「せせらぎ」 

広報誌「せせらぎ」を年３回発行した。各行事の内容や、地域や学校での様子をイラスト

や写真などを使い紹介しました。


