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                ウォークラリー大会 

平成 30年 12月 1日(土)、暖かな青空のもと、第 8回ウォークラリー大会が開催されました。 

たくさんの子どもたちが、真砂西小学校区エリアをクイズやゲームをしながら歩き、美味しい豚汁

を食べ、楽しい一日を過ごしました。ご協力いただきました地域のみなさま、先生方、真砂中生徒

会をはじめボランティアのみなさん、そして保護者のみなさま、本当にありがとうございました。

おかげさまで事故もなく、子どもたちの素敵な笑顔を見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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

スナップをきかせて 

 

 

開会式   

 

美味しい豚汁 いただきます 

 

真砂中ボランティアのみなさん 

 

❀メダル獲得 おめでとう❀ 

 

がんばれ！       どこまで飛んだ？ 

 

何点かな？ 



「元気にあいさつ」 

 健全育成部の事業として、２年目となりました「あいさつの日」。今年は４校とも天気に恵まれ、

朝のさわやかな環境の中、元気なあいさつを交わすことができました。学校内でも、子どもたちは

よくあいさつをしてくれますが、保護者の方がいらっしゃると、よりいっそう嬉しそうにあいさつ

を返してくれます。校長先生はじめ先生方と地域で行うことで、子どもたちが健やかに成長するこ

とを願いながら、見守り隊を実施していきたいと思います。            （健全育成部） 

                         

                      

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パトロール活動報告」 

学区内の環境安全を目的としたパトロールを 9 回計画し(8 回済み、次回は 3/19)、毎回 40 名前

後の参加者で約 1時間の活動を実施しました。 

祭時パトロールは 19時に、地域点検パトロールは

17時半に集合し、5～6コースに分かれ街灯の電球切

れ、公園遊具の点検、自転車の無灯火への声かけ、

帰宅指導、危険箇所などに留意し、対応の必要な事

案は関係機関へ連絡し対処していただきました。 

不審者情報は共有し、パトロールコースに組入れ

注意喚起しました。 

 

11/21(水)のパトロールでは、西警生活安全課、区役所地域振興課

くらし安心室、東小保護者会、東小こどもルームの関係者とともに、

アルビオコート(4 小跡地に建設された住宅)から第 1 公園まで東小

保護者会や子どもルームのご尽力により設置された、防犯街灯 9基の確認を行いました。 

(今年度、東小保護者会では｢防犯街灯管理組合｣を結成し運営しています。) 

これからも子どもの安全のために「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～  9/29(土) 

                                                             会長 小山こずえ 

 

 

 

 

 

 

 9月第 3土曜日の｢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、この前後に市内各中学校区において 

地域とつながりを持つことを目的の一つとして、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 

点検と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、東・西小児童、真砂中・検見川高校生徒のみなさんが参加

し、総勢 112名でコミュニケーションを図りながら活動を行いました。 

 公園や歩道にたばこの吸い殻や空き缶、菓子袋などが多いことに改めて気付かされ、参加した子

どもたちへの啓発にも繋がったことと思います。 

 

「真砂まつり」～子どものお楽しみ～  8/18・19(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」

として両日に牛乳パックの竹トン

ボ・しゃぼん玉、18日に○×クイズと

じゃんけん大会、19日に紙ひこうきと

ばし大会を行いました。 

今年も真砂中生徒 22 名のみなさん

がボランティアスタッフとして参加

してくれました。○×クイズの出題や、

景品配り、呼び込み等、楽しみながら

頑張ってくれました。 

校長先生、教頭先生はじめ、多く 

                          の先生に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～ 

今年度も夏休み初日の 7 月 21 日(土)に、小学

1.2.3年生対象の映画イベントを開催しました。 

真砂東小から 24 名、西小から 26 名、計 50 名の子

どもたちを連れて、シネプレックス幕張まで行き、

「ポケットモンスター」を鑑賞してきました。当日

はとても暑く、海浜幕張まで電車で行きましたが、駅のホームでもきち

んと並んで待機もでき、低学年とは思えないほど立派でした。 

 鑑賞中は、迫力のあるシーンで隣の子に寄り添ってみたり、身を乗り

出してみたり、最後の方では感動している子も多く見られました。 

来年も参加したいという声も多く、相談員一同とても嬉しく感じました。 

（青少年相談員） 

「第 10回・真砂地区体育祭」を開催   スポーツ推進委員 大淵紀雄 

 

 

 

 

 

 10月 14日(日)に、真砂地区スポーツ振興会主催の第 10回真砂地区体育祭を真砂東小学校で開催

しました。 今回は、朝あいにくの雨に見舞われ、体育館での競技“ディスコン”に変更して実施

しました。この競技は、「ボッチャ」に準じたルールのゲームで、ご参加いただいたほとんどの方

が初体験であったにもかかわらず、各コートとも大いに盛り上がり、楽しみながら友好を図ること

ができました。今年も 4組の小学生ファミリーほか多くの方々にご参加いただき、一日を楽しんで

いただきました。 

 育成委員会から、今回も 4名の方々に大会の運営をご協力いただきました。 

 

「手づくり公園フェスタ」10/28(日)   

真砂 5 丁目、真砂大橋隣接の「手づくり公園まさご」で第 4 回

のフェスタが開催されました。 

今回は天候不順のため、日曜日に順延しての開催となりました

が、出店者もほとんど減らず、青空の下多くの来場者で賑わいま

した。高等特別支援学校のみなさんの縫製織物や焼き菓子の出店、 

でい・まさごさんの模擬店もあり、昼過ぎには完売となりました。 

「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。 

 

 ※「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） 



「地域に開かれた学校を目指して」～千葉市立高等特別支援学校の取り組み～ 

 11月 17日(土)に第 6回光 toku祭（本校文化祭）を開催しました。

当日は好天に恵まれた中、600 名を超えるお客様にご来校いただく

ことができました。「誰もが主役！輝いた者勝ち！光 toku祭ハンパ

ないってー！」をスローガンに、本校の各作業班が自分たちの作業

学習の成果を製品の販売やサービスの提供という形で発揮するこ

とができました。木工班では細密に作られたスマホスタンドや格安

の座網み椅子が完売し、さらに多数の予約をいただき、農園芸班で

は、大量に育てた花苗がわずか 30 分で売り切れてしまいました。また、縫製織物班では、美しく

仕上げられた既存の製品や新製品のエプロンが瞬く間に売り切れ、食品加工班でも、昨年度の実績

以上の焼き菓子を製作したにもかかわらず午前中で売り切れてしまい、楽しみに来場いただいたお

客様に悲しい思いをさせてしまいました。ビルクリーニング班は、プロ並みのビルメンテナンスの

技術を発揮し会場の清掃と設営を行い、事務サービス班は、ポスターやチラシの制作や配布など、

広報活動に励みました。エンディングでは、本年度も検見川高校吹奏楽部のみなさんに参加いただ

き、素晴らしい吹奏楽の演奏と本校生徒の合唱の伴奏にご協力をいただきました。地域の多くの

方々からのご協力をいただき、成功させることができたと感謝しています。 

12 月 15 日(土)には、千葉県特別支援学校清掃検定が本校を会場に実施されました。これは各学

校の中で実施された検定で 1 級を取った生徒が、学校代表として参加する検定です。本校からも 6

名の代表生徒が参加し、金賞 2名、銀賞 2名、銅賞 2名という、大変立派な成績を収めることがで

きました。                         （千葉市立高等特別支援学校教頭 上野泰明） 

「年末年始特別警戒キャンペーン」    

12月 13日(木)、検見川浜駅前広場において、

真砂中学校吹奏楽部の協力により「年末年始特

別警戒キャンペーン」が行われました。 

吹奏楽部部長の髙山里水さんは「一日署長と

いう仕事はとても貴重な体験でした。ですから、

自分に任された仕事を最後まで責任をもって

取り組みました。今回の体験を通して、警察の

みなさんの仕事を理解して学び、少しでも協力

できたことは良かったです。また、今回学んだことを普段の生活に生かしたり、

周りの友だちに伝えるなどして、この町がもっと良くなるように精一杯協力して

いきたいと思います。」と話されました。 

 

「美浜区民フェスティバル」 

10月 7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。当日は晴天に恵まれ、30度を超える

季節外れの暑さでした。体調不良を訴える生徒が出る中、真砂

中吹奏楽部のみなさんは、マイクパフォーマンスを含め、素晴

らしい演奏を披露してくれました。 



    真砂地区新春賀詞交歓会  

1 月 19 日(土) 真砂コミュニティー

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。 

真砂地区に在る官公庁や法人、学校

関係、ボランティア団体、自治会等の

みなさんが一堂に集い、和やかに歓談

されていました。 
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平成 30年度功労者 

 千葉県教育功労者学校教育の部 

 圓城寺 一雄先生(検見川高校校長) 
 

 千葉市教育功労者学校教育の部 

 加藤 昭彦先生(東小学校校長) 
 

 青少年健全育成功労者 

 勝田 信一郎氏(育成委員 10年・ 

            環境対策部) 

 

30年度事業報告 

平成 30年 

5/12 第 8回定期総会 

  15 第 1回育成委員会会長会 

6/ 8 第 1回事務局長等会議 

9 第 1回理事会 

7/13 育成だより第 15号発行 

15 浅間神社祭りパトロール 

28 磯辺祭りパトロール (台風で中止) 

8/18・19 真砂祭りパトロール 

      真砂祭り「子どものお楽しみ」 

9/ 8 第 2回理事会 

15 青少年の日フェスタ「青少年健全育成功労者表彰式」出席 

29 青少年の日つながりウィーク事業「クリーン＆点検活動」 

10/ 7 美浜区民フェスティバル参加 

   11 「あいさつの日」活動 高等特別支援学校 

14 真砂地区体育祭 （スポーツ振興会主催・育成共催） 

   15 第 2回育成委員会会長会 

 11/ 2 「あいさつの日」活動 東小 

   5 「あいさつの日」活動 真砂中 

10 第 3回理事会 

    美浜区ブロック研修会 (打瀬中学校区担当) 

  14 「あいさつの日」活動 西小 

  15 まちづくり推進事業参加 

  21 秋季地域点検パトロール 

12/ 1 第 8回ウォークラリー 

15 第 4回理事会 

   18 冬季地域点検パトロール 

平成 31年 

 1/ 8 冬季地域点検パトロール 

   19 真砂地区地域運営委員会「新春賀詞交歓会」参加 

   25 第 3回育成委員会会長会 

 2/16 第 5回理事会 

  18 第 5回事務局長等会議 

  21 育成だより第 16号発行 

3/19 春季地域点検パトロール（予定）            

4/20 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 

 

 

 

✐編集後記✐ 
思いのほか暖冬とはいえインフルエ

ンザが蔓延しています。皆さまくれぐ
れもご自愛くださいませ。 
今年度賜りましたご高配に心より感

謝申し上げます。   （広報部一同） 

 

 まちづくり推進事業 

11 月 15 日(木)13：30～、小中連携

活動のまちづくり推進事業が行われ、 

6 年児童、中 1 生徒とともに、育成委

員も地域協力者として参加しました。 

今回はグル―プごとに名前、好きな

テレビ番組・アイスクリームを紹介し

てから始まり、中学生がリードを取り

ながら中央公園の落ち葉掃きや除草、

ごみ拾いを行いました。 

  


