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第 9回定期総会 

5 月 11 日(土) 14 時より真砂中学校において、平成 31 年度第 9 回定期総会が開催され、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 山田哲三様をお迎えし、新旧委員 48 名が出席しました。各校校長先生方よ

り学校や生徒の様子、地域一体で子どもの健全育成に係る大切さをお話しいただきました。 

新たに育成委員会に加入される皆様に委嘱状が交付された後、事業計画・予算案等議事の全てが承認されました。 

 

 「今年度もよろしくお願いします。」  会長 小山こずえ 

令和に入ってから、子どもたちが被害に遭う事件事故が続き、

心を痛めています。 

当事者の問題はもちろんですが、事件事故を生む背景にある社

会の環境や制度など、考えていかなければならない課題が山積し

ています。行政機関だけではなく、地域住民ひとりひとりが、未

来を担うかけがえのない子どもたちを育てていく、という意識を

もつことが大切なのではないでしょうか。 

育成委員会では今年も真砂祭りの子どもコ

ーナーの担当やあいさつ運動、クリーン・点検

活動、レク大会、祭時・定期点検パトロール等

を実施いたします。小中高生にも大勢参加してもらい、地域との繋がりを感じてもらえれば

と思います。委員の皆様、地域の皆様、どうぞ今年度もご支援、ご協力をお願いいたします。 

青少年育成委員会構成部会 ～趣旨と今年度事業～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちばし安全・安心メール 

千葉市では防犯・防災情報の提供を行っています。 entry@chiba-an.jp へ空メールを送信

し手続きしてください。 (登録・情報利用料は無料です。ただし、通信料は自己負担となります。) 
 

                         １ 

◇健全育成部 

青少年が健全な団体グ
ループに参加することを
奨励し、地域と一体とな
った活動を計画・実施す
ることにより青少年の健
全育成を図る。 

 

事業内容 
「あいさつの日」活動 

◇環境対策部 

 学区内の環境浄化およ 
び子どもたちの安全を図 
るために、緊急時の情報 
収集と連絡調整を行い、 
定期的な地域点検活動を 
実施する。 

 

事業内容 
定期・緊急パトロール     

「子ども 110 番のいえ」の推
進等 

 

 

 ◇レクリエーション部 

  青少年の余暇善用に関
する活動として、学区内
の児童生徒と地域住民・
保護者・教職員とのふれ
あいを目的としたレクリ
エーション活動を通し青
少年の健全育成を図る。 

 

事業内容 
ウォークラリー 

 

 

◇広報部 

 青少年育成委員会が携
わる活動を地域の方々に
お知らせし、本会への理
解を促し、諸活動への参
加・協力を働きかける。 

 

 事業内容 
年２回広報紙発行 
（７月・２月）      
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新しく育成委員会に入られた先生方 

 

「子どもたちが瞳を輝かせて活動する学校に」 
真砂東小学校校長                                                                                                                           

亀山恵美子 
                                               

本年度、真砂東小学校に着任いた
しました亀山です。どうぞよろしく
お願いいたします。 
日頃より、育成委員会の皆様方に

は、子どもたちの健やかな成長のた
めにお力添えをいただきありがとう

ございます。 
朝、登校する子どもたちにセーフティウォッチャー

の皆様方や地域の皆様方が温かく声をかけてくださ
る姿を拝見し、真砂の子どもたちは幸せだなと感じて
おります。 

広い運動場で元気いっぱい体を動かしたり、花壇で
見つけた虫をじっと見つめ疑問に思ったことを調べ
たりと、心と体を成長させている子どもたちの姿が学
校生活の様々な場面でみられます。「エンジョイ＆チ
ャレンジ」を合言葉に子どもたちが生き生きと瞳を輝
かせて活動する学校となるように、真砂東小学校教職
員一同努めて参ります。皆様のご支援、ご協力をよろ
しくお願いいたします。 

 

 

「部活動プラス１で地域貢献」 
      検見川高校校長                         

佐藤道広 
 

この４月に検見川高校に着任しま
した佐藤です。本校は地域の皆様に支
えられながら、４６年目を迎えました。
「部活動の盛んな進学校」を目指し、
職員・生徒一体となって日々精進して
おります。今年度の重点教育目標に

「部活動プラス１で地域貢献」を盛り込みました。部
活動は教育の一環であり、目的は人間形成にあります。
社会・地域貢献することにより、自らの社会的使命を
学ぶことができます。特に、各部活動単位で、検見川
高校の生徒も職員も多くの地域貢献ができる事を望
んでおります。地域づくりに一役買わせていただけれ
ば幸いです。よろしくお願いします。 

 

 

「新参者です。よろしくお願いします。」 
                検見川高校教頭             

財前浩兒 
 
 この春の人事異動により、検見川高
等学校に着任いたしました。キッコー
マン醤油工場の隣の学校を皮切りに、
矢切の渡しの隣の学校、閑静な船橋の
高級住宅地の中の学校、新興柏の葉地
区の高校で勤務してきました。千葉地
区は初の勤務地です。私自身は市川に

住んでおり、毎日JR検見川浜駅を利用しています。 
きれいな街で気持ちよく通勤させてもらっています。
街で見かけましたら、声を掛けてください。 
 検見川高校は「文武両道」活力のある生徒がそろっ
ています。高校生のエネルギーを地域に、地域のパワ
ーを高校に、とウインウインの関係が築ければと願っ
ています。 
 
 

「地域から信頼される学校」 
   高等特別支援学校校長  

美濃哲也 
 
本年度、高等特別支援学校に着任い

たしました美濃です。どうぞよろしく
お願いいたします。本校は開校７年目
を迎えますが、地域の皆様にとても温
かく見守られている学校だと感じてい
ます。これもひとえに、育成委員会の

皆様のご尽力のおかげと心より感謝しております。 
ご存じのとおり本校は社会自立・職業自立を目指す

学校でありますので、地域の皆様のご理解やご協力、
励ましや温かいことばかけ等が生徒の成長にはなく
てはならないものとなります。そのような「地域から
の信頼」がいただけるように教職員一丸となり教育活
動に力を注いでまいりますので、本校生徒を温かく見
守っていただければと思っております。マリンカフェ
や野菜やお花、各作業班の製品などぜひご利用いただ
いて一言生徒にお声をおかけください。それが生徒に
とって大きな励みとなり成長につながります。今後と
もご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

「屋上から見る真砂地区」 
             高等特別支援学校教頭 
                   山宮貞雄 

 
美浜区の勤務は、初任者時代以来と

なります。その時は、小学校の勤務で
したので、現在の高等特支とはまった
く雰囲気が違うことを感じながら、毎
日を過ごしているところです。その毎
日の生活の中で私の日課となってい

ることが、朝の校内パトロールです。この時間は、私
にとてもやる気を湧きださせてくれています。それは
なぜかというと、屋上から見る景色が色とりどりでと
てもきれいなことと、真っ青な空を見上げると自分の
心を元気にさせてくれるからです。そんな真砂地区で
皆様方と共に、学校づくりに貢献できればと考えてい
ます。 
 
 

「新たな気持ちで」                     
真砂中学校教頭 

榎並祐治 
 

 ４月に真砂中に着任しました榎並
祐治と申します。本校の重点目標のひ
とつとして、教職員の率先垂範により
「あじみそ運動(挨拶、時間、身だしな
み、掃除）」を推進しています。 

学校と家庭、地域との連携を大切に
しながら、子どもたちの健全育成のために尽くしてい
きたいと思います。また、真砂中学校区青少年育成委
員会事務局長として、精一杯努力したいと思います。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 



 

体育祭・運動会 

       真砂中学校 

「熱戦〜新たな風を巻き起こせ〜」 

 5月 25日(土) 雲一つない青空の下、グラウンドに

は力強く、活気のある声が響き渡っていました。 

応援合戦やリレーなど、思わず手に汗握るような接戦

が繰り広げられ、一人一人の熱い思いは見ている人た

ちに、感動を与えてくれました。 

「～新たな風を巻き起こせ〜」のスローガン通り、力

の限り戦う姿は、令和の幕開けにふさわしい、素晴ら

しい体育祭でした。 

  

                                                                        

真砂東小学校 

「令和初！栄光を手にするのはどっちだ！」 

 ６月１日(土) 夏を感じる日差しと時

折吹く爽やかな風の中、運動会が開催さ

れました。真砂東小のめざす「やさしい

子」「かしこい子」「たくましい子」を目

標に日々練習を積み重ね、競技や演技そ れぞれの役割の中で発揮する姿に輝きと

成長を感じる運動会でした。 

 

        真砂西小学校 

「令和ファーストバトル！！ 

優勝めざしてあきらめ ９
ナイン

」 

 ６月１日(土) 天候にも恵まれ、運動会が開催されま

した。昨年度より引き継がれた衣装と新しくなった和太

鼓で、応援合戦に力の入る応援団。３・４年生のリズ

ムでは「れ・い・わ！」コールとともに楽しいダンス

に魅せられました。スローガンのとおり全員が最後ま

であきらめず戦い抜き、令和初の運動会は近年稀に見

る大接戦となりました。 

＊青少年相談員＊ 

今年の 4月より千葉県・千葉市より委嘱を受

けて、20期の新たなメンバー10名（西小学校 5

名、東小学校 5名）で活動を開始しました。ま

だ初年度で手さぐりの状態ではありますが、こ

れから 3年間、真砂地区の子どもたちに楽しん

でもらえる企画などを考えていきたいと思っ

ています。どうぞよろしくお願いします。 

6月 29日(土) 高学年向け科学実験教室を開

催し、9 月 28 日(土) 低学年向けイベントを開

催する予定です 

３ 



☆セーフティウォッチャー募集☆ 

 千葉市教育委員会では「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。 

                   ～ご参加ください～ 

＊子どものお楽しみ in真砂夏祭り＊          ＊検見川高校潮風祭（文化祭）＊ 

 8月 17日(土)・8月 18日(日)             7月 13日(土) 9：30～14：30      

 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。             ＊高等特別支援学校“光 toku 祭”（文化祭）＊ 

                           11月 16日(土) 9：15～13：30 

＊手づくり公園まさごフェスタ＊           ＊レク大会ウォークラリー＊ 

 10月 26日(土) 10：00～14：00           12月 7日(土) 8：00～12：00頃まで 

 場所：真砂 5－21 （真砂大橋隣接）          真砂中学校集合 

 主催：手づくり公園まさごの会 

        

       祭時パトロールについて               「青少年の日」つながりウィーク事業 

  浅間神社祭り                                          クリーン＆点検活動 
7月 15日(月) 19：00 東小集合                  9月 14日(土) 

（育成委員・東小教職員保護者会・真砂中教職員 PTA）          9：00～10：30真砂中央公園集合 
磯辺祭り                                     雨天時は育成委員・教職員で公園の 

7月 27日(土) 19：00 西小集合                                   見回りを行います。 

（育成委員・西小教職員 PTA・真砂中教職員 PTA）                                                                                

真砂祭り                                

8月 17日(土) 19：00 真砂中集合（育成委員・教職員・保護者会役員） 

8月 18日(日) 19：00 真砂中集合（      〃        ） 

 

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】自治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 

 

 

＊真砂地区部会エリアＵ－１５ボランティア講座 （美浜区ボランティア入門講座 参加者募集中！！） 
日時：７月２５日(木)１３：００～１６：００ 

内容：①講義 ②ボランティア体験『ふれあい・いきいきサロン』     

主催：千葉市社会福祉協議会 美浜区ボランティアセンター 

後援：真砂中学校区青少年育成委員会 

協力：千葉市社会福祉協議会 真砂地区部会 

    家庭教育支援チーム すまいる 

会場：真砂コミュニティセンター３階 多目的室等 

参加対象者：美浜区真砂在住の小学生(高学年)・中学生(保護者参加可能) 

定員：２０人(先着順) 

申し込み方法：美浜区ボランティアセンターに電話またはＦＡＸ 

その他：参加者はボランティア行事用保険に加入します。 

     サロン参加費１００円(お茶・お菓子代)が必要になります。 

美浜区ボランティアセンター TEL 043-278-3252 FAX 043-278-5775 

 

＊連絡先＊ 

＊編集後記＊                                

  いよいよ令和元年がスタートいたしました。 

今年度も子どもたちが安全に元気で過ごせますよう、                 

皆様のご協力をお願い申し上げます。      

（今年度の夏季休業は 7/16～8/30となります。） 

 

真砂中学校    ２７８－２５７６ 

真砂東小学校   ２７８－２５７４ 

真砂西小学校   ２７８－１６０６ 

検見川高校    ２７８－１２１８ 

高等特別支援学校 ３８８－０１３３ 
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