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                ウォークラリー大会 

 平成 29年 12月 2日(土)、第 7回ウォークラリー大会が開催されました。 

当日はお天気にも恵まれ、子どもたちは、真砂地区東小学校区エリア内を、各グループでゲームや

クイズに挑戦していました。今回も大変賑やかで楽しいイベントとなりました。 

 お手伝いいただきました地域のみなさま、先生方、保護者のみなさま、ご理解ご協力をいただき

ありがとうございました。お陰を持ちまして、事故やケガもなく無事に終えることができました。 

今後とも、よろしくお願いいたします。 

                                                                               (レクリエーション部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    お願い！ さぁ～入れ            フラフープ跳び        多く入りますように 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     結果発表  ♡♡♡ チョコメダルをもらいました ♡♡♡                   

 勝ちますように！(*^_^*) 

 

  スープ おいしいね☆（＾ｕ＾） 



「あいさつでつながる地域の輪」 

 今年度初めての試みとなる｢あいさつでつながる地域の輪｣活動を、東小・西小・真砂中・支援学

校の 4校を対象として開催し、真砂中学校美術部員に作成していただいた 2種類ののぼり旗を掲げ

てのスタートとなりました。 

 11 月・12 月の肌寒い朝、校門前で育成委員が並んでのあいさつに、子どもたちはハイタッチを

してくれたり、はにかみながらあいさつを交わしてくれました。あいさつを通じて、その日一日が

気もち良く過ごせますようにと願いを込めての活動となりました。 

これからも子どもたちの成長を見守って参ります。                （健全育成部） 

                                             

                      

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

「パトロール活動報告」 

 育成委員会では、自治会役員・学校職員・保護者会等、地域の方々にご協力いただき、一年を通

し学区内の環境安全を目的としたパトロール活動を実施しています。 

自転車の二人乗り・無灯火への声かけ、公園遊具の不具合、街灯の電球切れ、帰宅指導、危険箇

所などに留意し、対応の必要な事案は公園緑地事務所、ちばレポ等に投稿、連絡し、対処していた

だいています。 

平成 28年 11月、遊具の錆による劣化を連絡後、使用禁止となっていた２丁目公園のジャングル

ジムの交換工事が始まりました。直ぐに対処できるもの、時間のかかるものなど様々ですが、今後

も地道な活動と見守りのご協力をお願いいたします。 

                                       （環境対策部） 
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「青少年の日」つながりウィーク事業 ～クリーン＆点検活動～  9/30(土) 

                                                             会長 小山こずえ 

 

青少年と家庭・学校・地域がつながりをもつことで、青少年のコミュニケーション力を高め、居

場所づくりや家庭・学校・地域の教育力の向上を推進するために、平成 20年に、毎年 9月第 3土

曜日を「青少年の日」、毎月第 3土曜日・日曜日を「家庭・地域の日」として制定されました。 

 

青少年の日から 1週間を「『青少年の日』つながりウィーク」 

とし、市内各中学校区において関連事業を実践しています。 

真砂中学校区では今年度も、学区内公園や通学路等の点検を 

しながらゴミ拾いを行いました。 

 

育成委員、教職員や保護者とともに、真砂中生徒 74名、検見川高校生徒 27名のみなさんが参加

し、総勢 194名で異世代間の交流も行いながら実施しました。 

 今年度より「美しい街づくりに係る活動支援」に申請して支援物品の支給を受け、また、集めた

ゴミは関係機関へ回収依頼し、見通しの悪い場所の植え込み剪定や遊具の劣化、落書き等について

も対応依頼を行いました。 

 

「真砂まつり」～子どものお楽しみ～  8/19・20(土・日) 

                  真砂中央公園での真砂まつりでは、17時～18時に「子ど

ものお楽しみ」として牛乳パックの竹トンボ・しゃぼん玉・

○×クイズ・じゃんけん大会・紙ひこうきとばし大会を行

いました。 

 今年は真砂中生徒へお手伝いボランティアを募集し、両

日で 50名もの生徒が参加してくれました。 

  ○×クイズの出題や、景品配り、呼び込み等、途中、小   

雨に濡れながらの場面もありましたが、積極的に楽しみな

がら頑張ってくれました。 

生徒指導の先生にも大変お世話になりました。ご協力に

感謝いたします。     

 

                        

 

キャッチフレーズ 
「あいさつ ふれあ

い たすけあい  

―３つのあい― 

 

 



 

「青少年相談員事業」～みんなでえいがをみにいこう！～ 

 7月 22日(土)に小学 1・2・3年生対象のイベントを開催しました。 

真砂東小から 26名、西小から 21名、計 47名の子どもたちは、電車に

乗ってシネプレックス幕張まで行き、映画を鑑賞しました。 

集合時には緊張した様子の子もいましたが、映画館に着く頃には、学

校や学年の枠を超えて打ち解けた姿も見られました。 

鑑賞中は、リラックスした様子の子、身を乗り出して観ている子、ハ

ラハラした様子の子などが見られ、それぞれの楽しみ方をしていたよ

うです。 

                          （青少年相談員） 

「真砂地区体育祭」を開催  

              スポーツ推進委員 大渕紀雄 

 10 月 9 日(体育の日)に真砂地区スポーツ振興会主催の第 9

回真砂地区体育祭が真砂東小学校の校庭で開催されました。 

3 名 1 チームによるグランドゴルフのチーム対抗戦を行い、

小学生 5 名、中学生 1 名を含む合計 84 名の方々が参加され、

熱戦を繰り広げました。 

真砂東・真砂西小学校の両校長先生や教頭先生、保護者会

会長さんも参加され、よく晴れた秋空のもと、にぎやかに和やかに A・B・Cの 3コースを回って腕

を競いました。 

育成委員会からは、5名の方々に大会の運営に協力いただきました。 

 

「手づくり公園フェスタ」10/28(土)   

                 真砂 5丁目、真砂大橋隣接に「市と地域住民協働による公園 

                づくり」を行っている「手づくり公園まさご」があります。 
緑と花いっぱいの公園で第 3回のフェスタが開催されました。 

                    高等特別支援学校のみなさんも縫製織物や焼き菓子の出店を 

                   行いました。 

                「子どもフリマ」では東小、西小のみなさんが、リサイクル品 

                や手づくりのアクセサリーなどを出店し、販売や買い物を楽し 

                んでいました。 

                 あいにく雨模様の天候となり、早めの店じまいとなりました 

                が、地域のみなさんとのふれあいを感じるすてきなフェスタと 

                なりました。 

 

 ※「手づくり公園まさご」では随時作業ボランティアを募集しています。 

 お問い合わせは、育成会長小山(手づくり公園まさごの会副会長)まで。（043-279-5252） 



「真砂に花開く、特別支援学校～地域の方々に支えられて」 

11 月 18 日(土)に第 5回光 toku 祭が開かれ、荒天にもかかわらず 400 名を超える方々が来校されました。「笑

輝楽盛」（笑顔で輝き楽しく盛り上がろう！）のスローガンのもと、縫製織物班と木工班では、大量の製品を用意

しましたが、ほとんどの製品が完売し、予約を受け付けるほどでした。農園芸班では、好評の花苗や野菜を出荷

し、野菜汁の販売をしました。ビルクリーニング班はプロ並みの技量を発揮して会場を磨き上げ、事務サービス

班はポスターやちらしづくりの広報活動に励みました。食品加工班は大量の焼き菓子作りに取り組み、途切れる

ことなく、販売を続けました。エンディングでは、4 回目となる検見川高等学校とのコラボ合唱が行われ、本校

生徒の歌声と検見川高等学校校吹奏楽部の演奏が見事にマッチし、心ふるえる最高の合唱となりました。地域の

方々のご理解とご支援に、深く感謝いたします。 

 12 月 16 日(土)には、本校を会場に、千葉県特別支援学校清掃検定が開催されました。各校で 1 級を取った生

徒が、学校代表として窓および床清掃の部に参加しました。当日は、全県下から 19校、のべ 86名の生徒が出場

し、とても真剣な表情で取り組んでいました。本校からは 6 名が参加し、事前に真砂西小学校の授業で「講師」

として清掃技術を伝達するなど、当日に向けて意識を高めていきました。当日は 1 つのミスも許されないという

緊張感の中、見事に 4名が金賞、2名が銀賞を受賞し、県内で最も多い金賞の受賞数となりました。 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

「コミュニティふれあいまつり」への出演 

 10月 21日(土)、台風接近で雨降る中、真砂コミュニティセンターが主催する最大のイベント「コミュニティふ

れあいまつり」が開催され、イベント部門に、本校音楽部（軽音楽）から 2バンドが出演しました。 

  1組目は、ピアノ伴奏でしっとりとした歌声と素敵なハーモニーを披露してくれた、2年生女性デュオ「Morning 

Glory」。2組目は、オリジナル曲も交え、トークもハーモニーも抜群の 2年生男女デュオ「刺繍」が出演。 

それぞれの持ち味を存分に出したステージとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高等特別支援学校教頭 

       三橋一裕） 

  

 

「美浜区民フェスティバル」 

10月 1日(日)、稲毛海浜公園内で第 25回美浜区民フェス

ティバルが開催されました。 

特設ステージでは、美浜区内の中高生によるブラスバンド

演奏やダンスなどが披露され、大いに盛り上がりました。 

また、フリーマーケット、パン食い競争、警察・消防・自衛

隊車両体験乗車会などのイベントも行われ、たくさんの来訪

者が公園内をそれぞれの楽しみ方で回っていました。 

     

 

真砂中 

吹奏楽部も参加

♪♪♪ 

Morning Glory 

刺繍 

（検見川高校教頭 大岩良徳） 

 

 



青少年健全育成 

功労者表彰 

     〈育成委員10年〉 

佐藤 靖子氏 

    (健全育成部) 

 

        29年度事業報告                 平成 29年度功労者 

  平成 29年 

 5/13 第 7回定期総会 

17 第 1回育成委員会会長会  

26 第 1回事務局長等会議 

 6/10 第 1回理事会 

 7/13 広報誌第 13号発行 

    15 浅間神社祭りパトロール                  

    29 磯辺祭りパトロール              

 8/19 真砂祭りパトロール  

           真砂祭り「子どものお楽しみ」 

    20 真砂祭りパトロール 

     真砂祭り「子どものお楽しみ」 

 9/ 9 第 2回理事会 

    16 青少年の日フェスタ 

       「青少年健全育成功労者表彰式」出席 

    30 青少年の日つながりウィーク事業 

       「クリーン＆点検活動」 

10/ 1 美浜区民フェスティバル参加 

    9 真砂地区体育祭 （スポーツ振興会主催・育成共催） 

    16 第 2回育成委員会会長会  

11/11 第 3回理事会 

       美浜区ブロック研修会(稲浜中学校区担当) 

    21 秋季地域点検パトロール 

12/ 2 第 7回ウォークラリー 

    13 冬季地域点検パトロール  

     16 第 4回理事会 

平成 30年 

   1/20 第 3回育成委員会会長会 

    20 真砂地区地域運営委員会 

      「新春賀詞交歓会」参加 

   2/14 第 2回事務局長等会議 

    17 第 5回理事会 

22 広報誌第 14号発行     

3/20 春季地域点検パトロール （予定） 

   4/21 第 6回理事会 （予定） 

 

＊理事会前に総務会(会長、副会長、各部部長、事務局による)を実施 

＊随時各部部会を実施 

＊委員相互の共通理解を図り、各部会の活動に協力 

＊関係機関・団体の諸会議等に参加 

     

真砂地区新春賀詞交歓会   

1月 20日(土)真砂コミュニティセンターに於

いて、真砂地区地域運営員会主催の新春賀詞交

歓会が開催されました。 

100 名ほどの出席者の方々は、本年も良き年

でありますようにとの思いを一つにして、和や

かに歓談されていました。   

 

真砂地区 HP chiba-masago.jp 

 

 §編集後記§ 

今冬の寒さにも、降雪にも負けず、子どもた

ちは元気に過ごしています。今年度賜りました 

ご協力に心より感謝申し上げます。 

               （広報部一同） 

 

 

「まちづくり推進事業」 

・学校を核とした家庭と地域の三者が連携し 

子どもを含めた住民の手で過ごしやすい 

まちづくりを推進する中で、わが町に対する 

愛着や誇りを育む。 

・児童生徒のボランティア体験・社会奉仕体験

を通し、道徳的心情や道徳的実践力の向上に資

する。 

上記目的の下、11月 13日(月)に 

真砂東小・西小・真砂中学校の児童生徒 

各校保護者及び地域協力者が真砂中央公園 

一斉清掃活動を行い、参加者が一丸となり 

公園をきれいにしました。小学校が事務局と 

なり実施されていますが、育成委員会も 

地域協力者として参加しています。 

 

 

 


