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平成29年度幸区地域教育会議  活動報告

　幸区子ども会議を２月３日、幸市民館大会議室にて開催しました。
　子ども会議は、平成２９年５月に発行された川崎市地域教育会議のリーフレットでも「地域教育会議の活動の中
で大きなウェイトを占めているのが子ども会議です。
　川崎市が平成１３年に実施した「子どもの権利条例」の趣旨に基づいて行われているのが子ども会議です。」と
位置付けられています。当日の幸区地域教育会議大塚議長のあいさつの中でも、ＤＶＤをまじえて説明されました。
　今年度は行政区地域教育会議としての統一テーマを決めずに、各中学校区ごとにテーマを決め、それぞれの中学
校区子ども会議の論議を踏まえて発表されました。

御幸中学校 ７０周年を迎えた御幸中が取り組んだこと
南河原中学校 私たちにできる地域交流とは
日吉中学校 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ～広がる∞の可能性
塚越中学校 住んでみたいな、こんな街
南加瀬中学校 住みよい地域づくり

　発表後、石渡幸区長よりそれぞれの発表に講評をいただきました。「楽しかった、面白かった、感動しました。
地域と学校という二つのテーマで、真剣に論議され、発表されている姿に感動しました。……」
　今年度は、第２部として「机上防災訓練研究会」のみなさんのご協力で、「震災 が
発生しました、その時あなたは？」と題して、ゲーム形式で震災についての理解を 深
めてもらいました。ゲーム終了後、「出された問題に、みんな意見が違うんだ、と思っ た」
「とっても良い体験ができた、家族でもやってみたい」などの感想が発表されました。
　また、川崎市子ども会議のサポーターの前川友太さん、市民館ジャック実行委員 長
の田口伊織さんから、「これを機会に様々な取り組みに中学生のみなさんが、積極 的
に参加してください」と、訴えがありました。

幸区地域教育会議だより

てと手とて

　幸区地域教育会議では、委員が各部会に所属し活動をしています。各実行委員会の今年度の活動を
ご紹介いたします。また、幸区各中学校区地域教育会議の活動報告も併せて紹介します。

委員長　五十嵐　努実行委員会子ども会議

　今回の教育を語るつどいは「地域の子どもはみんなの子」をテーマに講師に北村年子さんを迎え講演会が行われ
ました。
　北村さんは、様々な悩みを抱える子どもたちに対して長期にわたって相談活動を実践され、子どもたちが自分自
身を好きになり、自分を尊重できるようになって欲しいという願いを込めて様々な取り組みをされてこられました。
　講演の内容は、参加者全員が自分の子ども、家族との関わり方、自分の生き方を問い直す良い機会を与えて頂け
たお話と感じられました。

「地域の子どもはみんなの子」～道親と出会い育つ子どもたち～
○日時　平成２９年１１月１９日（日）13時～16時　○場所　幸市民館会議室

委員長　大嶋　治夫実行委員会教育を語るつどい



　平成2９年度イベント実行委員会では例年通りの行事を行いましたが、市民館のリニューアルの関係で日程が詰まる中、
委員会のメンバー他皆さんの協力により、素晴らしいイベントが出来たと自負しています。特質すべきは、餅つき大会＆
ニューイヤーフェスタであります。昨年度までは、参加いただいた方々に無償で配布していたお餅を、今年度から有償にさ
せて頂いたにもかかわらず、大勢参加して頂き、用意したお餅がなくなり途中でストップがかかるほど盛況でした。
　午後からは市民館ホールを使って、各地域で頑張っているサークル（９組）の発表会があり、一人一人がハツラツとして、
素晴らしいステージが繰り広げられました。
　フィナーレには参加したサークル全員のステージで幕をとじました。
　各部署を担当された方々に改めて御礼申し上げます、ありがとうございました。平成３０年度も例年同様のイベントを予
定していますので、地域教育会議のメンバーの協力をよろしくお願いします。

委員長　小山内　隆夫実行委員会

御幸中学校区地域教育会議
（御幸中学校・御幸小学校・西御幸小学校・戸手小学校）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥� 議長　相澤　繁　

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

南河原中学校区地域教育会議

イベント

◎重点方針
　・地域活動：地域住民に開かれた活動とその活性化
　・調査研究：「身近な公共施設と私たち」
　・広報活動の充実

◎南河原中学校区では、地域活動委員会、調査研究委員会、そ��
　して広報委員会と事務担当という形態で活動しています。事
　務担当は上記１中２小の体制の中で南河原中学校が担っ
　ています。また、ＰＴＡや町内会の行事等へ協賛・協力
　という形で活動しています。以下に今年度の主な活動を
　紹介。
◇10月：３校合同南河原公園清掃（雨天により中止）
　　　　�広報誌第４１号発行
◇12月：�「みんな“わ”になって」開催（地域活動委員会）
　　　　今年で１４回目となる音楽集会。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の楽器演奏や、
　　　���PTA 有志や地域のコーラスなどが披露されました。
◇1月：��子ども会議の開催（地域活動委員会）
　　　　今年のテーマは「私たちにできる地域交流とは」。３校
　　　　の生徒が集い、活発に意見交換されました。
◆調査研究委員会は、市民館やこども文化センターなど、�子ど
　もたちに身近な公共施設の利用状況や利用方法について調査
　を行いました。

学校・家庭・地域の協働で子供の笑顔かがやく地域を

１. 地域体験活動
　学校生活はもちろんですが、子どもたちは地域の中でのびのびと
育まれるべきとの観点から地域の行事に積極的に参加しました。
　地域には多くの町内会があり、それぞれに夏の祭礼を行っていま
す。主に部活動の部員が中心となりお神輿を担ぎ練り歩きました。
部活の仲間との今しか得られない神輿担ぎは、貴重な体験として子
どもたちの身体に刻み込まれたことでしょう。さらに演劇部のよさ

こいソーラン踊りは地域にすっかり受け入れられ、もはや夏の風物
詩として祭をにぎやかに彩るものになっています。
　祭礼のプログラムとしての吹奏楽部の演奏も素晴らしく、保護者
の方が熱心に見まもる目の横で地域の方々が中学生の演奏に驚嘆し
心から楽しんでいる様子は、喜びの交歓の輪が夏の空に昇り立つよ
うに思え感動的です。
　地域の方々からは、中学生の地域行事への参加を本当に喜んでく

　昨年、9月16日に第3回市民館ジャックを開催いたしました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。　そして、
スタッフとしてご参加いただいた子供スタッフの皆様、地域の皆様、準備機関から当日ま
で大変お世話になりました。皆様のおかげで、とても楽しい時間を作ることができました。
　今年度は、スタッフ・ステージ出演者を含めた参加差数が約800人と、過去最高となり
ました。年々参加者数も増加し、活気のあるイベントに成長していることを大変嬉しく思
います。
　第4回市民館ジャックも9月に開催することが決まっております。
　スタッフの募集チラシも随時配布してまいりますので、興味のある方はぜひご連絡くだ
さい。

委員長　田口　伊織実行委員会市民館ジャック

みんな “わ ” になって（１２月２日：幸町小学校体育館）子ども会議（１月17日：南河原中学校図書室）

　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通して、地域に根ざした教育支援団体と
して活動する。このことを重点方針にかかげ、私たち御幸中学校地域教育会議は年間を通して活動していまいりました。
　2017年度の活動内容を報告します。



塚越中学校区地域教育会議
（塚越中学校・下平間小学校・東小倉小学校・古川小学校）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥� 議長　菅野　正男
平成29年
６月２９日���第１回準備会　　　　　　　　　　　　　　於：塚越中学校
　　　　　　��平成２９年度総会の開催について協議
　　　　　　��今年度の活動について確認
７月�６�日　総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：塚越中学校
　　　　　��　（１）平成２８年度事業報告
　　　　　��　（２）平成２８年度決算報告
　　　　　��　（３）平成２９年度事業計画（案）
　　　　　��　（４）平成２９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。
９月２８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
　　　　　　��開催についてこども会議の開催について
１０月　　　��広報誌「ふれあうな・か・ま」第１号の発行
１１月３０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２９年１２月２０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「住んでみたいな、こんな街」とする
　　　　　�������「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３０年１月２７日）で、開場９時４５分、開
　　　　　　　���催時間１０時～１２時予定
　　　　　　　・出演団体の決定、進め方等について協議
１２月２１日　�「平成２９年度こども会議」開催　　　　　於：塚越中学校
　　　　　　　 ��１３時４５分～１５時３０分。
　　　　　　　���テーマ「住んでみたいな、こんな街」
平成３０年
１月２７日　�「ふれあうな・か・まフェスティバル」開催　�於：塚越中学校　�
　２月　　　　���一声あいさつ運動標語の募集を各学校へ依頼予定
　３月　　　　���第４回準備会　　　　　於：東小倉小学校

　日吉中学校区地域教育会議は、日吉小学校・日吉中学校の２校で構成される市内でも数少ない１小１中の中学校区で運営されていま
す。１小１中という事で、こども達の大部分は９年間を同じ仲間達と学び、当然の事ながら保護者も同様に９年間を過ごします。その
せいか小学校、中学校という区別がさほど無く非常にまとまっており、家庭、学校そして地域が一体となってこども達のより良い教育
環境作りに積極的に活動しています。
　今年度の年間活動計画は以下のようになっています。

（日吉中学校・日吉小学校）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥� 議長　柳下　　博

� �6 月 6 日：第１回運営委員会
�� 6 月 2 2 日：総会
� �6 月 2 9 日：地区別懇談会共催（ＰＴＡ主催の懇談会を共催）
� �7 月 1 0 日：教育講演会（情報モラル講演会：Ｎ TＴ d o c o m o）
�� 7 月・8 月：祭り・盆踊りパトロール
� �9 月 � � � � �：広報誌発行（第６５号）
1 0月 1 5日：ＰＴＡバザー協力
� � � � � � � � � � � �（ 日吉中フェスティバル）
1 1月 �7 �日：日吉中学校区子ども会議
1 1月 1 1日：ＰＴＡバザー協力（日吉小バザー）
1 2月 1 5日： 人権講演会

� � � � � � � � � � � �（ 右田　隆氏…俳優・脚本家・演出家）
� 1 月 � � � � �：� 広報誌発行（第６６号）　　　　　　　
� 2 月 �3 �日：� 幸区子ども会議への参加
通 � � � � � �年：� 地域の寺小屋「寺小屋ひよし」への参加

日吉中学校区地域教育会議

にぎやかな日吉小バザーの様子地区懇談会でのディスカッション 日吉中フェスティバルで交流 日吉中学区子ども会議の様子

中学校区として現状は非常に安定した教育環境になっており、これは地域の多大なご協力の上で学校・家庭が一体となり築き上げたも
のです。これからもこの環境を守り続けながらより良くしていくために、地域教育会議として活動を展開してまいります。

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予定。

ださる声をいただくようになりました。
＜活動内容＞
　　【日　時】７／３０（日）、８／５（土）、６（日）、１９（土）、�
　　　　　　�９／２４（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】　２７０人
�＜地域の方の感想＞
　毎年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、子どもと地域のつ
ながりが深まっていると思います。

２. 子ども座談会
　子どもたちどうし、とりわけ、普段は話すことのない小学校の子
どもたちと、地域のお兄さん、お姉さんである中学校生たちとが話
をし、情報交換の場を持ちあうことも中学校区の地域教育会議の大
事なテーマです。小学生にとり、中学生はすごく年上に見え声をか
けられない存在だと思いますが、今日ばかりはいろいろな話を聞き
たいと活発な座談会となりました。
＜活動内容＞
　　【日　時】８／３０（水）　　　　　　
　　【場　所】西御幸小学校
　　【内　容】２つのテーマについてグループ討議を行いました。
　　①中学生に聞きたいこと、小学生に伝えたい事
　　②放課後、どのような過ごし方をしてみたいか
　小学生にとっては中学になると勉強、生活がどう変わるのかが、
最大の関心事のようでした。部活動も未経験なので、どんなことが
行われているのか不安も期待も両方あって興味津々です。

　地域との関わりを問う質問に中学生が「おやじの会」と学校に花
を植えた事例をあげていたのが印象的でした。地域・保護者のささ
やかな活動が彼らに印象を与えていたことを聞くことができ嬉しく
思いました。

３. 講演会　教育を語るつどい
　子どもたちと保護者の皆さんが、「教育」を手がかりに、それぞ
れの道で経験をつんだ方のお話を聞きながら、共に何かを感じ合い、
話し合うことができることを目的として講演会を企画しました。
　今年はゴローちゃんが登場。腹話術師のしろたに先生の話を聞き、
大人でも子どもでも一緒に楽しめる腹話術を鑑賞しながら「ゴロー
ちゃん：子ども」と「しろたに先生：大人」のそれぞれの言い分を
聞く中で人同士、親子同士、関わり合うことの大切さを面白おかし
く知ることができました。
　演技のあと、小学生の皆さんからは「ゴローちゃん」はどうして
話すことができるようになったのですか？などの質問も出て、とて
も楽しい時間となりました。しろたに先生の技なのですが、小学生
が虚構を物語としてリアルに受け止める想像力の素敵さをちょっと
感じたような。大人としては懐かしさにワープしたような時であり
ました。子どもたちとそんな時間を過ごせたのはとてもよかったで
す。楽しい企画でした。
＜活動内容＞
　　【日　時】��１１／１８（土）　　　　　
　　【場　所】���御幸小学校
　　【内　容】���腹話術「あのゴローちゃんがやってくる！」
　　　　　　　講師　腹話術師　しろたに　まもる　
　　【参加人数】　９８人

４. 御幸中学校区地域教育だより「From 4」の作成
　これら、年間の活動は公報誌にまとめ発行、地域の各学校へ配布
され共有されます。
　今年度の活動の成果と反省は次年度の活動に活かしてまいります。



南加瀬中学校区地域教育会議
（南加瀬中学校・夢見ヶ崎小学校・南加瀬小学校・小倉小学校）‥‥‥‥‥‥‥‥‥�議長　松本　雄一

☆�広報誌
　�　「元気な地域 ( まち )」を年２回発行しております。最
新号の４８号では、「地域子ども会議」での活動の様子
や「地域ふれあいの会」の様子の紹介、地域教育会議の
委員紹介などが掲載されています。地域の皆様に親しん
でいただけるような広報誌を目指しています。

☆�フォトコンテスト
　　「元気な地域（まち）の様子を写真で！！」という形
　で�応募を募りました。たくさんの応募をいただき、最優
　秀作品１点、優秀作品３点には賞状をお渡しすることが
　できました。

☆�子ども会議
　�　１月に行われる、地域ふれあいの会において南加瀬小、
小倉小、夢見ヶ崎小の各校代表児童生徒、地域の方、先
生方で「住みよい地域 ( まち ) づくり」というテーマで
活発な意見交換がされました。みんなの前で緊張しなが
らも、自分たちの意見や思いをきちんと発表して、今後、
地域を住みよい場所にするために必要なことを具体的に

考えることができました。今年度は、話し合った内容を
ふれあいの会に参加した方々に発表し、地域の方々と協
力し住みよい地域にできるよう呼びかけることができま
した。

☆�地域ふれあいの会
　�　南加瀬中学校区地域教育会議最大のイベントである
「地域ふれあいの会」を今年度は１月２７日（土）に夢見ヶ
崎小学校を会場に開催することができました。会の前半
は、昔遊びや消防署の方と協力して起震車体験を実施し、
皆様に体験していただきました。会の後半は、先生方で
結成したバンド・地元小学生によるダンスや地域の方の
日本舞踊、南加瀬中学校吹奏楽部の演奏を楽しんで最後
は、集まった全員で「ふるさと」の合唱をしました。遊
びやふれあいコンサートを通して、地域の人たちとの交
流をはかれた会になりました。参加してくださった皆様、
中学生ボランティアの皆様、地域のお手伝いの皆様，本
当にありがとうございました。

　川崎市地域教育会議全体としての今年度の活動は、昨年
度から引き続いた地域教育会議の在り方や今後の進め方
についてもう一度考えてみようということで話し合った
結果から生まれた、「地域教育会議紹介リーフレット」作
りや研修用ＤＶＤ作りから始まりました。出来上がった
リーフレットは幸区地域教育会議の総会で出席委員の皆
さんに配布し、ＤＶＤは総会の冒頭で上映しました。地域
教育会議の出来た背景や、これまでの経過を再認識すると
ともに、これからの在り方に思いを巡らせる内容でした。
昨年度は「担い手講座」としていた講座も、「研修会」と
変更し、２回開催しました。ただ、幸区としての出席が少
なく今後の課題として残りました。
　また今年度は川崎市からの委託費（予算）の執行につい
て、細かく指導があり、今までの執行では問題があるとい
うことで執行方法について見直しをしました。今までは体
験として無料で行ってきたイベントが、受益者負担という
立場から有料とすべきとのことで、一部のイベントでは有
料化の検討を行い、またその他の予算執行についても見直
しをしたところです。今まで無償のボランティアとして活
動されてきた方にとっては受け入れがたい部分もあった
ようですが、全体として工夫をしながら適正な予算執行を
心がけました。ただ従来に比べ窮屈に感じるところもあり
ましたので、来年度以降も適正な執行を行いながらも柔軟
性がありかち適正な執行について模索していきたいと思
います。
　市民館ジャック実行委員会では３回目となる市民館
ジャックの９月開催に向けて早めに活動を開始しました。
実行委員会の開催も子どもたちが参加しやすいように土
日の昼間に設定し、高校生２名とともに企画について話し
合いました。今年は早めの告知をしようということで５月
に小中高にチラシを配布したところ、当日スタッフ募集で
はないにもかかわらず多くの応募があり、このチラシのみ
で募集を締め切りました。実感として、このイベントはか
なり浸透してきたと感じました。当日は応募していただい

た子どもスタッフのみならず、付き添いで来ていただいた
保護者の方にもお手伝いしていただき、大盛況のうちに終
える事が出来ました。来年度も早めに実行委員会を開催し
ていき、早めの仕掛けを行いたいと想います。
　教育を語るつどい実行委員会では、市民館の講座で評価
が高かった北村年子さんを講師に迎え「地域の子どもはみ
んなの子～道親（みちおや）と出会い育つ子どもたち～」
と題して、１１月に教育を語るつどいを開催しました。当
日は講演の後、簡単な自己尊重トレーニングもあり、北村
さん曰くの「自尊感情とは、不完全でも、弱くても、どん
な状態の自分でも、あるがままを受け入れ、私は私、い
まこの自分で大丈夫、私は価値ある存在と思える気持ち」
を実体験し、自尊感情について参加者全員が理解を深めま
した。
　子ども会議実行委員会では、２月「幸区子ども会議」に
幸区長をお迎えし、２年振りに市民館大会議室でで開催し
ました。当日は５中学校区の児童・生徒の意見表明の場と
して活発な意見交換が行われ、有意義な一日となりまし
た。
イベント実行委員会では、１月に「もちつき会＆ニューイ
ヤーフェスタ」を開催しました。昨年度は市民館の改修工
事により、もちつき会のみを幸スポーツセンター前の広場
で行いましたが、今年度はニューイヤーフェスタも２年振
りに同日開催する事ができました。もちつき会は適正な予
算執行の観点から初めて有料で開催しましたが、３００名
を越える来館者があり大変盛り上がりました。また同日開
催の３回目となるニューイヤーフェスタも延べ５００名
近い参加者があり、いっそう定着してきたと感じました。
　来年度は地域教育会議としても提唱してきた「かわさき
家庭と地域の日」が始まります。私達として何を行うか何
が出来るかを考えながら、新たな気持ちで活動していきた
いと思います。

議長　大塚　謙一郎　

平成29年度の活動を振り返って


