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子ども会議実行委員会 活動計画

今年度はコロナ禍の影響で、各中学校区地域教育会議および各中学校生徒会活動が大幅に制限されて

いる中、今年度の幸区子ども会議の開催について、７月８日、９月８日の全体会後の実行委員会で検討

してきました。その結果、従来の各中学校生徒会の発表を主体にした形態でなく 、公募形式で開催する

方向となりました。詳細は今後の実行委員会で更に検討していきます。
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令和２年度幸区地域教育会議総会が開催されました！

６月２８日（ 日） 幸市民館にて、令和２年度幸区地域教育会議総会が開催されました。

令和元年度事業報告・決算報告、令和２年度事業計画・予算について議案審議が行われ全会一致で承認

されました。

【 令和２年度重点方針】

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。

➁ 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支援・ 補完を通し
たネットワーク化を推進する。

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。
⑤ 「 地域の寺子屋」 事業への取組を推進する。
【 主な運営委員】

議長： 大塚謙一郎 副議長： 大金寛・ 松本雄一・ 宗田直裕

会計： 布施雅敏・ 岡綾子 企画部会長： 畑伸幸

企画副部会長： 五十嵐努・ 小山内隆夫・ 大嶋治夫

広報部会長： 篠崎美重子 事務局長： 篠崎美重子 副事務局長： 河村洋子

令和２年度にあたって 議長 大塚 謙一郎

皆様方におかれましては・ 日頃より幸区地域教育会議の諸事業につきまして、ご理解と

ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

今年度初は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するということで活動拠点の幸市民館も閉鎖状態に

なり、４月・ ５月と全く活動ができない状況でしたが、６月以降は新しい生活スタイルを守りながら三

密を避け手探りでの活動を開始しました。今年度は最後までのこの状況が考えられますので、事業内容

の多少の変更を加えながらの活動になりそうです。

さてそんな中でも、国から提起された「 コミュニティ・ スクール（ 学校運営協議会）と連携をしながら

地域の教育を行っていく体制づく りを考える」 ということで、中学校区地域教育会議は国が示す地域学

校協働活動を行う「 地域学校協働本部」 として地域教育会議実施要綱の中で位置付けられました。また

行政区地域教育会議は、行政区としての事業実施の他に、中学校区地域教育会議の支援及び補完並びに

ネットワーク化に係る活動を行うということになりました。それを受けて地域学校協働活動を行うため

新しく組織される中学校区地域教育会議のモデルとして、今年度中に各行政区から１校、川崎市全体で

１０校程度のモデル校設置を行うことになり、幸区でも１校のモデル校を選出することになります。ま

た川崎市地域教育推進協議会が発展的に解消され、新たに川崎市地域教育ネットワーク推進会議が発足

し、コミュニティ・ スクールと地域教育会議を一体的に推進し、地域と学校の協働活動を推進していく

ことになりました。

今年度も幸区地域教育会議の活動に、ご理解とご協力をお願いいたします。

幸区地域教育会議 行政区・ 中学校区交流会 報告

令和２年９月１日（ 火） １６時～１７時３０分、幸市民館にて行政区・ 中学校区の情報交換や共有、

そして交流を目的に幸区地域教育会議交流会が開催されました。

最初に活動状況について報告があり、各中学校区ともコロナ禍により活動不可状態であるが、学校と

協議をしながら子どもたちの学校生活の充実を優先的に考えて今後の活動を行う予定であること、行政

区は一部中止しながらも状況によりできることを行うということでした。その中でも子ども会議につい

ては中学校区と連携しながら、今年度ならではの取り組みを考えていく ことになりました。

また川崎市による新たな地域教育ネットワークの構築に向けた取り組みについて教育委員会からの

説明、質疑を経て、今年度の新しい地域教育会議の幸区モデル校実施について５中学校区に募った結果、

日吉中学校区を選出いたしました。

出席委員：【 南河原中学校区】 押山議長・ 大金委員長・ 千葉教諭

【 御幸中学校区】 松野議長・ 八尾教諭

【 塚越中学校区】 宗田議長・ 布施副議長・ 西村教頭

【 日吉中学校区】 柳下議長・ 小山教諭

【 南加瀬中学校区】 神谷副議長

【 行政区】 大塚議長・ 篠崎事務局長・ 五十嵐委員長

【 市民館】 須藤館長 【 教育委員会】 佐藤指導主事

『 令和 2 年度幸区子ど も 会議 』

幸区長さんに意見をきいてもらおう！

■日時 令和３年２月６日（ 土）

９時１５分集合

９時３０分～１２時（ 終了予定）

■場所 日吉分館 第３・ 第４学習室

■内容 １部 防災についてゲームで楽しく学ぼう

２部 みんなで話し合い、区長さんに意見を

聞いてもらおう

※参加希望者を一般募集します。（ 参加費無料）
対象： 幸区在住または在学の小学４年生～高校生

1989年に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」。川崎市で

も「川崎市子どもの権利に関する条例」が2000年にできました。その中に子どもの意見をきく

場をつくり、その意見をとりいれる「子どもの意見表明・参加の推進」をめざすことがあります。

その場として地域教育会議では子ども会議を開催しています。

ただ今、チラシ作成中！

幸区内の学校からの配布や公共

施設配置をお待ちください。



市民館ジャック体験会開催される！

９月１２日（ 土） 午後から来年度の市民館ジャックの成功に向けて子ども企画スタッフによる市民館ジ

ャック体験会が開催されました。コロナ禍の中ではありましたが、感染拡大防止策を講じた上での開催と

なりました。市民館ジャック体験会当日、会議室では子ども企画スタッフたちが来年度の実施内容につい

て考えながら企画を体験し、ステージでは参加希望団体によるダンスや演奏の発表が行われました。

イベント実行委員会 活動計画

イベント実行委では今年度も幸区地域教育会議の活動を広く知っていただき、地域の方々 との交流を深め

ていきたいと、いろいろな企画を計画していましたが、新型コロナウイルス感染防止の対策のため思うよう

に実行できない状態です。そんな中でも出来ることはしたいという思いからニューイヤーフェスタ開催を企

画しております。

「 ニューイヤーフェスタ２０２１」 は以下の様に開催予定で、ただいま出演者を募集中です。

教育を語るつどい実行委員会 活動計画

教育を語るつどいは１９８８年に初めて開催され、教育を切り口にした課題で、啓発・ 啓蒙、調査研究事

業として続いてきました。中学校区では地区別に分かれて、保護者・ 教職員・ 地域の方々 が一堂に会して地

域課題等を話し合う地区別懇談会などもそのひとつといえるでしょう。行政区ではその時の教育に関しての

地域課題などについて講演等を通して学び、そして参加者で協議するということで行っています。

今年度は新型コロナウイルス感染拡大にともない、子どもたちは、学校が休校から再開しつつもいろいろ

な制約の中での学校や学校外での生活が続いています。そこで、講師に児童精神科医「 子どもと家族のメン

タルクリニックやまねこ」 院長の田中哲（ さとし） さんをお迎えし、子どもたちの心のケアや、親や地域の

大人として何ができるか、どのように向き合っていけばいいのかを講演から学び、意見交流を予定していま

す。

昨年度の教育を語るつどい

賛成！
最初の実行委員会は６月になり、今年度からの子ども企画ス

タッフも加わり初めての顔合わせとなりましたが、すぐに打ち

解け、市民館ジャックの開催可否について話し合い、今年度の

開催は中止することになりました。その後２回の実行委員会

で、来年度の成功に向けての体験会を行うことになりました。

プログラミング教室 スライム作り ボッチャ競技

体験会は３グループに分かれ、会議室でのプログラミング、スライム作り、ボッチャ競技、そして料

理室でのポップコーンとタピオカジュース作りを体験し、交代で全ての体験をすることができました。

早く も「 来年はスライムをやろう！」 の声が出たりして、有意義な体験会を行うことができました。

うまく できた！

後片付けが大切！
料理室での調理体験

ホールのステージでは、コロナ禍で発表の

場を失った子供たちのダンスや演奏の発表

会が５団体の参加により無観客で行われま

した。子どもたちは日頃の練習の成果を、保

護者や団体関係者等が見守る前で精一杯の

演技・ 演奏を披露していました。

市民館ジャックは６月に開催した初めての実行委員会で子どもたちの意見により中

止となりました。しかしその後の話し合いで来年度に向けてこのまま実行委員会を継続

して活動していこうと子どもたちの総意で決まりました。子どもたちからのこの意見

に、市民館ジャックの成功にかける子どもたちの想いが伝わり頼もしく思いました。

来年度の市民館ジャックは９月１１日（ 土） に開催します。毎年子どもたちに様々

な体験を教えていただく講師の方を募集しています。講師についてのお問い合わせは

右記のＱＲコードから幸市民館まで「 市民館ジャック講師の件」 としてメールをください。

【 ニューイヤーフェスタ ２０２１ 】 参加者募集中！
♪ 開催日時 令和３年１月９日（ 土） 午後１時～５時（ 予定）

♪ 開催場所 幸市民館 大ホール

♪ 募集内容 ダンスや歌などを発表したいグループ（ 個人でも可）

♪ 募集定員 ５団体（ 参加費無料）

♪ 申込み １１月６日（ 金） までに、市民館受付にある募集要項の裏面にある応募用紙にご記入

の上、幸市民館にご提出ください。

（ 直接・ 郵送・ メール・ ＦＡＸ ）

※応募多数の場合は選考
■参加者は１２月１９日（ 土） １４時から第１会
議室で行われる参加者説明会にご出席下さい。

（ 代表者が参加できない場合、代理の方を

お願いします。） 昨年度のニューイヤーフェスタ（ フィナーレ）

【 教育を語るつどい 】

■日時 令和３年３月６日（ 土）

午後２時３０分～午後４時３０分

■場所 幸市民館 第１会議室

■講師 田中哲（ さとし） 児童精神科医

「 子どもと家族のメンタルクリニックやまねこ」 院長

※詳細は地域教育会議が発行するチラシ参照下さい！

参加団体子どもたちによるステージでの発表


