
真砂中学校区            第 1３号 

育成委員会だより  

 平成２９年７月１３日発行  

 千葉市立真砂中学校区  

青少年育成委員会 広報部  

  

第７回定期総会 ～5月 13日 於：真砂中学校～ 
                             

                           来賓に千葉市こども未来局こども未来部健全育成課                        

                          主査宮内博史様をお迎えし、新旧 48名が出席、今年 

                          度より加入された委員のみなさまへ委嘱状が交付され 

                           ました。 

                           各校の校長先生方より学校や生徒の様子について 

                          お話いただいた後、全ての議事が承認されました。 

                           当日はあいにくの雨天でしたが、これからの育成活 

                          動をはじめ、各校の全ての行事・活動が晴天に恵まれる 

                          ことを祈念し閉会しました。 

 

          地域で子どもたちを育てましょう！ 
     会長 小山 こずえ 

「おはようございます！」「こんにちは！」。中学校におじゃまする機会の多い私は、子どもたちの元気なあいさ

つにパワーをもらいます。週３回の登校時セーフティーウォッチでは、小学生や検見川高校の生徒のみなさんが、

さわやかにあいさつをしてくれます。高等特別支援学校のマリンカフェに行くと、生徒のみなさんの笑顔の「い

らっしゃいませ」に気持ちよく迎えていただきます。真砂の子どもたちは明るくて素直。でもときには気になる

行動が見られることもあるでしょう。そんなときは直接声を掛けていただければと思います。 

 先日自転車で信号待ちをしていると、横からかなり明るい頭髪の３人の青年が２台の自転車に乗って来て停ま

りました。「二人乗りはダメだよ～、道路交通法違反、罰金２万円ね～」と声掛けすると、「え～そんなに高いの」

と言って後ろの座席から降りました。「ありがとうね～」と、見送りましたが、素直に聞いてくれてよかったと

ほっとしました。子どもの育成には、親や教師以外にも地域のおとなとのコミュニケーションが大切です。 

育成委員会活動が少しでもその一翼を担えればと願い、みなさまのご協力に期待いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「青少年の日」つながりウィーク事業 

          クリーン＆点検活動 

9月 30日(土)  10：00～11：30 

真砂中央公園集合 

公園や沿道の点検とゴミ拾いを実施 

(雨天時は育成委員・教職員で公園の見回り

を行います。) 

＊子どものお楽しみ in真砂夏祭り＊ 

8月 19日(土)・8月 20日(日) 

17：00～18：00予定(真砂中央公園 本部前) 

参加賞を用意しています。 

 真砂地区地域運営委員会について 

 

地域で活動する様々な団体が連携・協働し、助け合い、 

支え合い、継続的な地域運営を可能とする体制です。 

役割は 

１ 各団体の活動内容・課題などの情報共有、連携促進 

２ 団体間の利害調整、合意形成等の調整機能 

３ 地域課題の解決に向けた企画・立案 

【例】 

自団体だけでは解決しがたいまたは他団体の協力を得た

方が高い効果が期待できる案件、事業について調整する。 

ホームページ http://chiba-masago.jp 



  新しく育成に入られた先生方 

  
「生徒とともに発展し続ける学校作り」               
     真砂中学校校長 吉野 精一郎 
  
 本年度の異動で真砂中学校に着任した
吉野です。７年前の中学校区統合まで、
真砂第二中学校に勤務していたので、古

巣に戻るような懐かしさでいっぱいです。当時と同様
に地域の皆様に支えられ、子どもたちが健やかに成長
していることを、学校の諸行事を通して強く実感して
おります。また、本校体育祭には炎天にもかかわらず、
ご来賓の皆様、多くの保護者、地域の皆様にご参観い
ただき、まことにありがとうございました。本校７年
間の歩みを止めることなく、更に発展していきたいと
考えておりますので、今後とも、地域の皆様のご支援
をお願いいたします。 

 

「地域に信頼される学校づくり」 
   検見川高等学校校長 圓城寺 一雄 
  
 この４月に検見川高校に着任いたしま
した圓城寺です。本校は、真砂地区の皆
様に支えられ、今年で４４年目を迎えま

した。近年は「部活の盛んな進学校」として文武両道
に励み、部活動や委員会活動では輝かしい実績を残し
ております。「信頼される学校は信頼される教職員か
ら」をモットーとし、「地域に信頼される学校づくり」
を目指し、積極的な情報発信・情報共有・行動連携を
推進してまいりますので、ご支援とご協力をお願いい
たします。 
 

 

「素敵な真砂の街は地域の努力の結晶」 
    高等特別支援学校校長 浅井 好 

 
３０歳代の９年間を真砂二中で過ごし

ました。生徒や保護者、地域に支えられ
楽しい思い出ばかりの９年間でした。久

しぶりに真砂の街を歩くと、相変わらず落ち着いた住
宅街が広がり、地域がこの街を育てるためにどんな努
力をしてきたかが垣間見えます。マリンカフェや光
toku 祭などの本校行事とクリーン＆点検活動やウォー
クラリーなどの育成委員会行事を通して、街づくりに
参加させていただけることをうれしく思っています。
よろしくお願いいたします。 

 

 

「初めての真砂地区で」 
     真砂東小学校教頭 桶田 智弘 
 
 ４月に着任いたしました。以前、幸町
で統合決定前後を、前任の花見川で統合
決定後から閉校までを経験し、本校が統

合後７年目の学校ということで、統合にかかわるほと
んどの過程を経験することになりました。駅が近くて
便利なのに、公園も多く、過ごしやすい地域だと感じ
ています。子どもたちも、素直で明るく、伸び伸びと
育っているなと思いました。これから、育成委員会の
一員として、皆さんと一緒に子どもたちの成長に尽力
したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

     

 

 

「真砂の発展を願う」 

    真砂中学校教務主任 大日方 一 
 
 真砂の地に勤務してから１３年目を迎
えました。真砂第二中学校で６年、真砂
中学校で６年それぞれ勤務し、とうとう

本校１年生が生まれた年からこの地にいさせていただ
いております。統合校という立場で見られていました
が、良き伝統を継承し、新たな真砂中学校を築こうと
生徒、保護者、教師が一丸となり日々精進しておりま
す。地域の方々の温かいご支援を常に感じ、今後真砂
中学校が更なる発展を遂げられるよう頑張っていきた
いと考えております。どうぞよろしくお願いいたしま
す。 
 

 
「地域のきずな」 
    検見川高等学校教頭 伊澤 浩二 
 
 この４月に検見川高校に着任しました
伊澤浩二と申します。検見川高校は２５
年前に初任で勤務した学校ですので懐か

しく思うと同時に、より一層発展した学校の様子をた
いへんうれしく思っております。 
 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校と地域の
方々が連携して安心、安全で充実した教育環境をつく
っていくことが大切だと思います。微力ですが精一杯
努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 
 
「真砂という地域」 
   高等特別支援学校教頭 上野 泰明                                                             
  
 長い教員生活を迎えていますが、いわ
ゆる海浜地区と呼べる地区に赴任するの
は今回が初めてです。土地勘も無いので、

何度か道を尋ねることがありました。どの方も笑顔で
丁寧に教えてくださいます。「人の気持ちが温かい」こ
のような真砂の地に着任できたことを心の底から嬉し
く思っています。本校の生徒と職員、地域の学校、そ
して地域の皆様と手をとりあって育成委員会の活動
に、微力ながら貢献していきたいと思います。 

 

 
 

「素直な地域 ～真砂～」 
     真砂西小学校教頭 久保田 美和 
 
 真砂地区は平成９年から平成１６年ま
での７年間、若潮ハイツに住んでいまし
た。子どもが生まれ、ベビーカーで真砂

地区を歩いていた日々は、私にとって素晴らしい思い
出です。その思い出深い真砂西小学校の教頭に赴任で
きたことは、私にとりまして大変、嬉しいことです。
真砂西小学校に赴任し、協力的な地域の方々と出会い
ました。皆様方と共に、より良い学校づくりに貢献で
きればと考えています。よろしくお願いいたします。 



               ☆☆ 体育祭・運動会 ☆☆ 

真砂中学校 「戦線志士 ～真砂を駆ける侍となれ～」 

 

 

 

 

 

真砂東小学校 「エンジョイ＆チャレンジ」 

 

 

 

 

 

真砂西小学校 「赤い情熱 白い炎 力の限り走り出せ！ 爆発魂西７！」 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                     ４月２９日(土) アクアリンク千葉にてスケート教室を開催し、 

                    真砂東小、西小合わせて２９名が参加しました。最初は表情も固く 

                    壁伝いに歩いていた子も、ワンポイントレッスンが終わる頃には、 

                    笑顔で楽しそうに滑っていました。 

                     今回は応募多数の為に抽選で参加者を決めさせていただきまし 

                    たが、今後もたくさんの子どもたちが楽しく参加できるイベントを 

                    企画していきたいと思っています。 

                     ７月２２日(土) には小学１・２・３年生対象のイベント『みん 

                          なでえいがをみにいこう！！』を開催予定です。 

 ５月２７日(土) 晴天の中、第

７回体育祭が行われました。男子

騎馬戦は引き分けの接戦となり、

女子の応援も加わり大いに盛り上

がりました。３年生の集団行動は

「進め」や「回れ」などの行動も

ある中「お尻を払え」や「ほんと

に楽な姿勢で休め」などユーモア

溢れる行動もあり、観客から笑い

を誘っていました。 

 ５月２０日(土) 素晴らし青空

のもと、第７回運動会が開催され

ました。今年度は白熱する戦いと

笑いが盛り込まれた、まるでショ

ーのような運動会でした。子ども

たちはもちろんのこと、観客席も

おおいに盛り上がり、今年度の学

校スローガンのような一日となり

ました。 

 ５月２０日(土) 見事な晴天の

下、大運動会が行われました。子

どもたちは、かけっこや玉入れ、

綱引き、騎馬戦などの競技で練習

の成果を披露し、大きな歓声を響

かせながら、グランドを駆けまわ

りました。６年生の表現種目では、

調和のとれた上級生の懸命な演技

に見ている観客も大感動。スロー

ガンのとおり、子どもたちの輝く

姿や全力で競技に取り組む姿がた

くさん見られる素晴らしい運動会

となりました。 

『みんなで楽しくスケートをしよう！～ワンポイントレッスンつき～』(小学４・５・６年生対象） 
 

☆☆ 青少年相談員行事 ☆☆ 

 



★２９年度育成パトロール★ 

 浅間神社祭り 

   7月 15日(土) 19：00 東小集合 （環境対策部員・東小教職員保護者会）          

 磯辺祭り                                         

   7月 29日(土) 19：00 西小集合  

          （育成委員・西小教職員 PTA・真砂中教職員 PTA・検見川高校・特別支援学校教職員）   

  真砂祭り                               

   8月 19日(土) 19：00 真砂中集合（育成委員・教職員・保護者会役員） 

   8月 20日(日) 19：00 真砂中集合（      〃        ） 

 秋季地域点検パトロール 

  11月 21日(火) 17：30 東小集合  

          （育成委員・東小教職員保護者会・真砂中教職員 PTA・検見川高校・特別支援学校教職員） 

 冬季地域点検パトロール 

  12月 13日(水)  17：30 西小集合  

          （育成委員・西小教職員 PTA・真砂中教職員 PTA・検見川高校・特別支援学校教職員） 

 春季地域点検パトロール 

  平成 30年 3月 20日(火)  17：30 真砂中集合（育成委員・教職員・保護者会役員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ＊連絡先＊ 

                                   真砂中学校     278-2576           

                                   真砂東小学校     278-2574 

                                   真砂西小学校    278-1606 

                                   検見川高等学校   278-1218 

                                   高等特別支援学校  388- 0133                                                            

朝日新聞掲載記事「花まる先生 公開授業」より 

 去る６月４日 朝日新聞教育版に、真砂中学校が掲

載されました。長唄「勧進帳」を唄う飯島賢二先生の

邦楽の授業でしたが、授業後の休み時間校庭から「勧

進帳」の鼻歌が聞こえてきたそうです。 

 西洋音楽を中心に学ばれてきた飯島先生ですが、自

ら邦楽を学ばれ、「日本の伝統音楽の深さを感じ、和

の響きや、懐の深さも子どもに伝えたい。世界の伝統

音楽と同様、邦楽もなくしてはならない大切なもの」 

と話されていました。 （朝日新聞より抜粋） 

         ～ご参加ください～ 

＊検見川高校潮風祭（文化祭） 

  7月 15日(土) 9：30～14：30      

 

＊高等特別支援学校“光 toku祭”（文化祭） 

  11月 18日(土) 9：15～14：30 

 

＊レク大会ウォークラリー 

  12月 2日(土) 8：00～12：00頃まで 

  真砂中学校集合 

＊セーフティウォッチャー募集＊ 

 千葉市教育員会では「地域の子どもは地域で守る」

を基本に、平成１７年度から千葉市学校セーフティウ

ォッチャー事業を行っていますが、真砂中学校、東小

学校、西小学校ではご協力いただける方を随時募集し

ています。お問い合わせは、各学校の教頭先生までお

願いいたします。（＊特に西小地区の 

ご協力をお願いいたします！） 

   ＊Ｕ-１５ボランティア講座＊ 

   

次世代のボランティア育成を目的として、真砂

在住の中学生を募集します！ 

興味のある方は是非ご参加ください。 

 

 日時：8月 1日(火)～8月 3日(木)  

 会場：コスタリゾン千壽苑(真砂 2-3-3)他 

 先着 20名（保護者同伴の参加も可能） 

 

真砂中生徒へ募集チラシを配布しています。 

真砂中生徒は学校まで、その他の中学生は 

社会福祉協議会美浜区事務所(美浜区ボランテ

ィアセンター)までお申し込み、お問い合わせく

ださい。 

        ℡ ０４３(２７８)３２５２ 

＊手づくり公園 まさごフェスタ＊ 

10月 28日(土) 10：00～14：00  

場所：真砂 5－21        

（真砂大橋・真砂西地区子どもルーム隣接） 

主催：手づくり公園まさごの会 

＊編集後記＊ 

  平成 29年度の活動が始まりました。本年度も子どもたちが安全 

 に元気で過ごせますよう、ご協力のほどお願い申し上げます。 

（今年度の夏季休業は 7/18～8/28 となりますので、こどもたちの 

 見守りをよろしくお願いいたします。） 


