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【中原区地域教育会議 2022 年度（令和 4 年度）総会】 

2022 年 5 月 24 日（火）18：30 開始 中原市民館多目的ホール 

委員 51 名(出席 23 名、委任状 13 名)規約第 9 条第 1項に基づき総会が成立していることを報告致します。 

 

活動報告 

◇子ども会議実行委員会・・・コロナ禍の中での活

動でしたが子どもたちの「活動したい！」に後押し

され、月に１度の定例会を中心に楽しく活動してい

ました。周りからのお誘いが活動につながり、非常

に良い関係の流れが続いていると感じています。 

大きな活動としては、『子どもの権利条約フォー

ラム 2021in かわさき』にたんぽぽちゃの子どもた

ちが実行委員として参加し、貴重な経験をしました。

子ども実行委員（たんぽぽちゃ）のメンバーに小学

生が少ないのが課題ですが、地域イベントなども取

り入れながら子ども会議に向かって楽しく活動し

ていけたらと思っています。 

◇教育を語る集い実行委員会・・・実行委員会は 5

回行いました。親と子の関係についてということで

話を進め、講師は「NPO 法人パートナーシップ アン

ド リスニングアソシエーション副理事」の松尾隆

義先生に決まりました。そして、「マイナスをプラス

に」～親の聴き方で子どもは変わる～子を思う親の

気持ちも子どもたちの自己肯定感もプラスに・・・

というテーマで講演を行っていただきました。 

会場での開催ではなく Zoom での開催に切り替え

て実施されました。Zoom 参加者が 20 名、当日会場

手伝い 15 人、計 35 人での開催となりました。 

◇中学校区交流集会・・・今、国の方針によって「地 

域学校協動活動」というのが推進されております。 

 

 

これに伴って地域ごとに「地域教育コーディネータ

ー」を立てていただいて、地域と学校をつなげる活

動を、地域ごとに行っていきましょうという動きに

なっております。各中学校区地域教育会議の代表者

と川崎市教育委員会「地域教育推進課」の担当者と

で 5 月、中原市民館多目的ホールに 15 名が集まり、

「地域学校協働活動」について、コーディネーター

設置について、また、地域学校協働活動の核となる

ネットワーク会議の開催についての説明を頂いて、

質疑応答など話し合いを持ちました。市の地域教育

推進課では令和 4 年度に川崎市内の全中学校区で地

域教育コーディネーターを立てていこうという方針

ですが、少しずつ進めていただけたらと思います。 

◇広報委員会・・・「やじろべえ」第 50 号を発行し

ました。 

◇運営委員会・事務局・・・運営委員会は 8 回開催

しました。 

◇会計決算報告 ◇会計監査報告 ◇令和 4 年度活

動計画案 ◇予算案 ◇役員体制、それぞれ拍手を

もって承認されました。 

令和 4年度役員紹介  

議長：中村卓史 副議長：但野文子  

事務局長：置田恵子 会計：川﨑眞喜子・置田恵子 

会計監査：佐野薫・久保田三津雄 
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掲 示 板・・・今年度開催予定の行事 

＝令和 4 年度「第２8 回中原区子ども会議」のおしらせ＝ ※3 ページ参照   「たんぽぽちゃ」マスコット 
令和 5 年１月１5 日（日） 開始時間（13：00～15：30 まで） 中原市民館多目的ホール ふわりー と  ぶらっと  
「第２８回子ども会議」参加者募集中！★対象：中原区内小学校４年生～高校生  
t annpopoc 

■教育を語る集い 令和 5 年 2 月 4 日（土） 13：00～16：00  中原市民館多目的ホール ※4 ページ参照 

★問合せ：中原市民館社会教育振興係 

☎ 044-433-7773 

■中原区第 2 回中学校区交流集会  令和 5 年 2 月 24 日（金）18：30 開始 中原市民館多目的ホール 

mailto:nck2000@outlook.jp
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子ども会議子ども実行委員会『たんぽぽちゃ』活動報告 

 

中原区地域教育会議では、子ども会議を企画運営するメンバーとして小学 4 年生～高校生（18 才）までのメンバー

が、子ども会議子ども実行委員会『たんぽぽちゃ』として月に 1 度の定例会を中心に子ども会議の企画や地域での活

動を行っています。今年度のたんぽぽちゃの活動をいくつかご紹介します。 

【夏の研修合宿】7 月 26 日～27 日 川崎市青少年の家 

参加者は小学生 2 人、中学生 1人、高校生 2人（内日

帰り 1 人）サポーター3 人、感染に気をつけながら、1 泊

での研修合宿を行いました。 

 

1 日目は 10:00 に現地到着、早速研修室へ。今年度の

子ども会議のテーマや方向性・アイスブレイキングにつ

いてなど、地域活動への参加として毎年関わっている「な

かはら子ども未来フェスタ」の実行委員会から依頼のあ

った事項についての検討に入りました。 

今年度の中原区子ども会議のテーマは、「～あったら

いいな こんな場所～」と決まり、どのように当日の話し

合いを進めていくかが話し合われました。午後は、どの

ような問いかけをすると話しがしやすいかをみんなで話

合いました。 

「遊びや勉強のことなどで困っていることはありま

すか？」「身の回りの活動環境・日々の生活環境をどう思

う？」などの問いかけで、勉強・遊び・習い事・公共施

設・家などの環境や設備について例を出しながら話し合

ってはどうかとい

う方向性が決まり、

実際にたんぽぽち

ゃでも話し合って

みることで、テー

マの可能性を探っ

てみました。 

研修室からプ

レイホールに場所を移し、アイスブレイキングを試した

り思いきり体を動かしたり、夏の暑いホールで、汗をか

きながら様々に過ごしました。明るいうちの夕食後はお

楽しみの花火で盛り上がり集合写真を撮り、日帰りの子

はお迎えで帰宅、バタバタとお風呂。その後やっとゆっ

くりフリータイムとなりました。全員でのカードゲーム

の後、サポーターから教わった将棋に小中学生がはまり、

代わる代わる何度も挑戦する姿も見られました。意外な

会話や関係性が生まれるのもゆっくり一緒に過ごすこと

ができる、研修学習ならではです。 

 

2 日目、早起き

グループは軽い

朝食後 7：00～未

来フェスタの入

口ゲートデザイ

ンを考え、8:30 か

ら皆で活動。 

 

感染数を鑑み終了時間を 15:00 とし、サポーターからの

様々なコツを教わりながら、話合いの練習を進めて行き

ました。 

ちょっと疲れたところに差し入れを持ったサポータ

ーが登場。初めて

会う子も多い中、

元気に絡む小学生

がかわいく、空気

も替り 15:00 まで

をあっという間に

過ごしました。  

帰り道、起伏のない中原の子どもたちにとって宮前平

の急な坂道も大きな驚きです。研修合宿名物の急な坂道

と炎天下を楽しみながら、それぞれ研修合宿で得たお土

産を胸に帰途につきました。保護者の皆さまのご理解と

様々な皆さまのご協力を得て、今年もみんなの大好きな

研修合宿を無事に終えることができ感謝しております。  

 

【板橋区長さんへの報告】10 月 11 日（火）「家庭と地域

の日」 

板橋茂夫区長への『第 27 回中原区子ども会議の報告』

に区長室を訪問しました。メンバーは、小学 6 年生、中

学 1・2・3 年生、高校 1 年生それぞれ 1 人ずつの 5 人。

たんぽぽちゃに入ってまだ日の浅いメンバーも 3 人いた

ので、｢たんぽぽちゃの活動説明｣｢第 27 回子ども会議の

報告｣の原稿を読む人と、それに補足説明を加える人に分

かれ資料の説明なども交えながら、とても上手にお話し

を進めることができました。 

第 27 回子ども会議の報告では、テーマだったコロナ

禍の生活について話し合われたことを、たんぽぽちゃ内

で更に掘り下げまとめた資料をお見せし、話合いの中か

ら、マイナス面をポジティブに考えることで気持ちが楽

になったことなどから、会議からプラスに考えることの

大切さを得られたことも報告しました。 

 

板橋区長さんも

子どもたちのお話

しをとても丁寧に

聞いてくださり、

ひとりひとりの名

前を呼びながら質

問し、子どもたち

から意見や考えを

引き出してくださいました。訪問した子どもたちからも、

「とっても緊張したけど、優しそうな区長さんで安心し
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てお話しをすることが出来た」「話しを聞いてもらえて嬉

しかった」「直接いろいろとお話しが出来て楽しかった、

またお会いしてお話ししたい！」との感想が次々に出て

きました。今回、伝える為のまとめ作業や準備など、一

つ一つが大きな経験になりました。 

 

その他、11 月 5 日に行われた『なかはら子ども未来フ

ェスタ』では、自分たちがデザインした入口ゲートの横

で「輪投げゲー

ム」ブースを担

当し、地域の

方々と一緒に

小さい子ども

たちとのふれ

あいを楽しみ

ました。 

こうして 1

年間を通し、

様々な方々と多くの活動をすることで、得意を伸ばしち

ょっと苦手を頑張り、地域と寄り添ってくれるサポータ

ーと共に成長してゆく子どもたち、この後は子ども会議

開催に向けて頑張ります。 

 

【第 28 回中原区子ども会議】 

2023 年 1月 15 日（日）開催します。 

中原区子ども会議は中原区の子どもたちの意見表明の

ため、『川崎市子どもの権利に関する条例』に基づき行わ

れています。 

今年度の中原区子ども会議のテーマは「～あったらい

いな こんな場所～」、みんなで自分たちの生活環境につ

いて考えてみよう

という企画です。 

小学 4 年生～高校

生の皆さんを募集

します。(参加希望

があれば 3 年生以

下でも歓迎) 

小学校・中学校に

はチラシが配られ

ます。たんぽぽちゃ

マスコットのたん

ぽぽうさぎ「ふわり

ーとぶらっと」が目

印です。ご参加お待

ちしています。 

 

 

中学校区交流集会 2022 年 10 月 6日（木）18：30 開始 中原市民館多目的ホール 

 

事例発表 その 1・・・中原中学校区地域教育会議 

「発足から地域教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ委嘱までの経緯」 

❐発足当時の話をしますと、◇平成２年度、地域教育

会議の準備委員会を設置しました。 

◇平成 3 年度 4月には実施校となり、11 月に住民委員

の募集をしました。 

◇平成６年度、事務局開設（中原中学校 B棟 1 階に事

務局員 3 名が配置）他県より視察に来られました。 

◇平成 19 年度、印刷機も導入され地域の方々が利用

できるようになりました。（広報紙は 15,000 部印刷） 

◇平成 22 年度には、子ども会議小学生の部で 4 校が

多摩川のガサガサ体験をしているので、そこで多摩川

について合同発表会、意見交換が行われ、現在も継続

されています。 

◇平成 31 年度、小杉小学校が開設されました。 

◇令和 2 年度からは、新型コロナウイルス感染拡大防

止対策のため活動を全て中止に。 

◇令和 4 年に総会を開催し、活動を再開。 

【中原中学校区地域教育会議の特徴】      

 常設の事務室があることで地域と学校の連携が強 

化されております。 

 

 

① 地域ふれあいネットワーク事業の充実。 

【地域教育コーディネーター設置に向けて】 

令和 3年度（2021 年） 

◇10 月 15 日設置に向けて、中原中・西中原小・上丸

子小・小杉小の代表の方に来ていただいて、説明会を

行いました。 

◇11 月 17 日 地域教育コーディネーターの推薦会議

を行いました。・・・4 校校長、教頭、PTA 会長、副会

長、教育委員会の担当者の方、中原区地域教育会議の

方、議長、事務局、合計 22 名で開催しました。 

※なかなかコーディネーターになってくれる方が見

つからず、中学校との関わりを密にしている事務局と

いうことで、校長先生の中から今まで通り地域教育会

議事務局の人たちでコーデ

ィネーターを引き受けてい

ただけないか、ということ

で、私たちは承諾致しまし

た。 

◇令和 4 年 2 月 1 日  

川崎市教育委員会より 3名が委嘱されました。 

 

13：00～15：30 

当日は 30 名の方にご参加いただき、2 中学校区によるコロナ禍における活動と、コーディネーター委嘱に向けての

事例発表を行い活発な質疑 事例発表を行い活発な質疑応答と情報交換を行うことが出来ました。 
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中学校区交流集会続き    

事例発表 その 2・・・平間中学校区地域教育会議 

◇事業委員会イベント報告 テーマ：花火大会  

【平間中学校区の構成校】は、①平間中学校 ②平

間小学校 ③下河原小学校 ④古市場小学校 

【担当学校】平間中学校区の地域教育会議は、3 つ

の小学校の PTA 会長が、「子ども会議」、「事業委員

会」、「広報委員会」を担当して委員長としてやって

おります。小学校が担当する 3つの委員会は持ち回

りで 2 年ごとに入れ替わります。 

 

【事例の花火大会】去年の 3月の事例です。 

多摩川の河川敷を考えていましたが、管轄が市や国

で、準備期間が足りないため古市場小学校のグラウ

ンドを使うことになりました。 

◇実施日：2021 年 3月 25 日（木）19：00 開始（予

算的に 5 分程度）・・・小学校 6 年生、中学校 3 年

生の卒業祝いとして想い出に残してあげたいとい

う思いで卒業生に間に合わせておこないました。 

◇警察からは、参加者の誘導、警備員の配置などの 

指導、消防署からは防災面での指導を頂きました。 

◇平間中学校区地域教育会議 

 地域教育コーディネーターの取り組み 

 

【選出までの流れ】 

◇令和 3 年度に準備期間

として養成講座に 1 名参

加しました。 

◇令和 4 年 4 月より事務局で検討を始め（委員会を

3 回開いた）そしてコーディネーター設置に対する

規約改正案が作成されました。 

4 校から 1 名ずつ PTA 役員経験者で、事務局の活動

が長くこれまでも学校との連絡調整や地域、町会と

の連絡をやっていた方計 4名候補者を選出し 4校に

報告。規約の中の、「ふれあい委員会にて、学校長と

協議し選出する議長並びに中学校長の推薦により

教育委員会から委嘱します。」という条項によって

対応したので、総会での承認はありませんでした。

総会後、選出された 4名が改めて平間中学校長から

推薦を頂きました。 

◇令和 4 年 7 月 1 日、4 名が委嘱になりました。 

 

 

 

                                                      


