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ウォークラリー大会
令和元年１２⽉７⽇(土)、第９回ウォークラリー大会が開催されました。
当日はあいにくの雨でしたが、子どもたちは、真砂中学校の体育館と格技場でゲームやクイズに挑
戦しました。美味しい豚汁を食べ、今回も大変賑やかで楽しいイベントとなりました。急な変更に
も迅速に対応してくださり、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ま、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、子どもたちのたくさんの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)
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早く食べたいな

「あいさつの日活動」～おはようございま～す ‼～
３回目の今年も天候に恵まれ、さわやかな朝の中での活動となりました。
育成委員と一緒に、児童、生徒、PTA 役員のみなさん、そして未就学児もお兄さんお姉さんを張
り切ってお見送りし、朝のあいさつが、あちらこちらで元気に飛び交いました。ハイタッチの連続、
少し照れながらあいさつを返してくれる子どもたち…あいさつを通し、こちらも元気をいただいて
います。今後も、地域で見守り続けていきたいと思います。
（健全育成部）
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「パトロール活動報告」
祭時パトロールでの子どもの見守りの他、地域点検パトロールでは「先生方・保護者・地域の方」
と共に公園の遊具の点検、無灯火・二人乗り自転車への声かけ等を行い、街灯切れや公園トイレの
故障、ガードレールの破損等、関係機関に連絡し対処していただきました。学区内、近隣学区での
不審者事案では、「登校中公園付近で車中より呼びかけられた」「昼前、公園で声をかけられた」
「夕方、公園でカメラを向けられた」等の公園内事案が多くありました。情報を共有しパトロール
コースに組み入れ、環境安全を注意喚起しました。ご協力ありがとうございました。
（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～ 9/14(土)

「青少年の日」（９月第３土曜日）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、青少年と家庭・学校・地域がつ
ながりを持つことを目的の一つとして、関連事業を
実施しています。
今年度の真砂中学校区の活動は、天候が優れず自己判断での
参加となったにもかかわらず、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、総勢１５０名もの参加が
ありました。それぞれ異世代間の交流も行いながら、協力して学区内公園
や沿道の点検とごみ拾いをしました。
台風後に散乱した粗大ごみ、折れ枝などの他に可燃ご
み１３袋、不燃ごみ９袋、缶８袋、ペットボトル５袋、
割れ物２袋などが集められ、作業終了後はとてもきれい
な公園・通学路となりました。

「真砂まつり」～子どものお楽しみ～

8/17・18(土・日)

当会では、真砂中央公園で開催される｢真砂まつり｣の「子ども
のお楽しみ」(１７時～１８時)を担当し、今年も両日に牛乳パッ
クの竹トンボ・しゃぼん玉、１７日に○×クイズとじゃんけん大
会、１８日に紙ひこうき大会を行いました。
今年も真砂中生徒２８名のみなさんが、スタッフとして、○×ク
イズの出題や、景品配り等を担当してくれました。
両日共に天候に恵まれ、大勢のみなさんが参加してくださいまし
た。中学生スタッフも小さい子に声を掛けながら一緒に
しゃぼん玉をしたり、クイズの出題をしたりと、楽しみ
ながら多世代との交流ができたようです。
育成委員会では、子どもたちの活躍の場を提供できる
ような活動を、今後も続けていきたいと思います。

「美浜区民フェスティバル」
１０月６日(日)、稲毛海浜公園内で第２７回美浜区民フ
ェスティバルが開催されました。
今年は、特設ステージに千葉市が制作した２０２０年東京
五輪・パラリンピックの応援横断幕も
設置されました。
ステージ上では美浜区内の中高生によるブラスバンド演奏が行われ、真砂中
学校吹奏楽部の皆さんも、楽しいマイクパフォーマンスを交えながら、「小さ
な恋のうた」「ピースサイン」など迫力ある素敵な演奏をしていました。
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「青少年相談員事業」～化学実験教室(低学年向け)～

令和元年９月２８日(土)に真砂コミュニティセンターで低学年向けの化学実験教室を行いまし
た。当日は東小、西小合わせて４３名の参加がありました。夢科学実験隊の先生方に来ていただ
き、発砲スチロールに熱を加えると凹凸が生まれるという性質を利用した表札作りや、氷水に塩
を入れることで温度がより下がる現象を生かしたアイスクリーム作りをしました。
来年度のイベントもたくさんのお子さんたちに参加していただけるように企画をしていますの
で、ぜひご参加ください。
（青少年相談員）

「第 11 回真砂地区体育祭」～グラウンドゴルフ～

(真砂地区スポーツ振興会主催 育成共催)

令和元年１０月１４日(月)、真砂東小学校校庭にて７８名の参加で
開催されました。小学生も４名参加し楽しくプレーが始まりましたが、
途中から雨が降り出し、惜しくも１ラウンドで中止となり、表彰式後、
昼前に終了しました。
【小学校４年生以上を参加対象とし、スポーツ振興会より小学校に参
加案内を配布しています。ご家族や友人たちと一緒に、地域のみなさ
んとの競技を楽しむよい機会になればと思います。】

「手づくり公園まさごフェスタ」10/27(日)
真砂５丁目、真砂大橋隣接にある「手づくり公園まさご」で５回目の公
園フェスタが開催されました。今回は２５日の大雨のため水はけが悪く、
日曜日に順延しての開催となりましたが、多くの来場者で賑わいました。
このフェスタの特徴は、子どもフリーマーケットの出店を多く募集してい
ることにあります。リサイクル品や手作り品など、自分で工夫したすてき
なお店がたくさん見られました。毎年出店してくれる“常連さん”もいて、
値段交渉や売り込み等、ちょっとした社会勉強の場にもなっているようで
す。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、福祉施設
｢でい・まさご｣さん、公園マネジメント団体｢プレーパーク｣さんの出店、
ワイヤークラフト体験教室、コーラスサークルの演奏等、地域のみなさん
のご協力で楽しいフェスタになりました。
※「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）
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「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１６日(土)に第７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、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。
「新たな歴史を刻め！～一人一人が全力で楽しまないとあかん！～」
をスローガンに、各作業班が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型スピーカーや格安の座編み椅子を完売しました。
農園芸班では、花や野菜を目当てに販売開始前からたくさんの行列ができました。縫製織物班では、
新しい織りのデザインや製品が好評で完売しました。食品加工班では、２０００個以上用意したた
くさんの焼き菓子を午前中で完売しました。ビルクリーニング班では、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ました。事務サービス班では、プログラムの配布や記念
名刺を作成するなど広報活動に取り組みました。
エンディングでは、恒例の検見川高校吹奏楽部の皆さんに参加いただき、本校生徒のリクエスト
曲を演奏してくださりとても盛り上がりました。コラボ合唱は、昨年とは違うアレンジで、生演奏
と生徒たちの歌声が美しいハーモニーとなって響きました。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１４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４名、
銀賞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 峰成治）

「検見川高校フェンシング部の活躍」
検見川高校のフェンシング部は、男子１８名、女子５名、マネ
ージャー２名と顧問３名で活動しています。
フェンシングはヨーロッパの騎士たちの決闘を起源とした競
技で、「フルーレ」「エペ」「サーブル」の３種目があります。
主な違いは、フルーレとエペは「突き」だけの種目で、フルーレ
は胴体部分のみ、エペは全身が有面です。「突き」と「斬り」が
あるサーブルは上半身が有効面です。
１１月の県新人戦では、学校対抗男子フルーレの部(２年ぶり
１５回目)と男子エペの部(２年ぶり２回目)で優勝し、関東大会
へ出場しました。
また、真砂西小学校の６年生の総合学習で「オリンピック競技
フェンシングを知ろう」というテーマでオリンピック出場経験の
ある顧問の本間奈々絵教諭が生徒４名と一緒に出張講座を行い
ました。
県作成の東京 2020 大会に向けたプロモーション動画「Welcome
to CHIBA」～Welcome to TOKYO 2020～では、２年生の鶴岡夏子
さんと服部麻依さんが出演しています。
（検見川高校教頭 君塚一彦）
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平成 31 年度(令和元年度)事業報告

令和元年度功労者
青少年健全育成
功労者表彰

令和元年
5/11 第 9 回定期総会
14 第 1 回育成委員会会長会

上妻 陽子氏

31 第 1 回事務局長等会議

(育成委員 10 年)

6/ 8 第 1 回理事会

(健全育成部)

7/11 育成だより第 17 号発行
15 浅間神社祭りパトロール

まちづくり推進事業

27 磯辺祭りパトロール
8/17・18 真砂祭りパトロール
真砂祭り「子どものお楽しみ」
9/ 7 第 2 回理事会
14 青少年の日つながりウィーク事業「クリーン＆点検活動」
21 青少年の日フェスタ「青少年健全育成功労者表彰式」出席
10/ 6 美浜区民フェスティバル参加
14 真砂地区体育祭

（スポーツ振興会主催・育成共催）

16 「あいさつの日」活動 高等特別支援学校

本事業は、学校を核とした家庭と
地域の三者が連携し、毎年まちづく
りを推進する中で、わが町に対する
愛着や誇りを育むことを目的として
開催されています。１１月５日(火)
各学校の児童・生徒とともに、保護
者及び地域協力者が真砂中央公園で
一斉に清掃活動を行いました。

21 第 2 回育成委員会会長会
26 美浜区ブロック研修会 (幸町第一中学校区担当)
11/ 5 まちづくり推進事業参加
6 「あいさつの日」活動 西小
9 第 3 回理事会
12 「あいさつの日」活動 東小

真砂地区新春賀詞交歓会

13 「あいさつの日」活動 真砂中
13 秋季地域点検パトロール
12/ 7 第 9 回ウォークラリー
16 冬季地域点検パトロール
21 第 4 回理事会
令和 2 年
1/18 真砂地区地域運営委員会「新春賀詞交歓会」参加
22 冬季地域点検パトロール
27 第 3 回育成委員会会長会
2/15 第 5 回理事会
17 第 2 回事務局長等会議
20 育成だより第 18 号発行
3/19 春季地域点検パトロール（予定）
4/18 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
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１月１８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
営委員会主催の新春賀詞交歓会が開
催されました。令和初の賀詞交歓会
は、８０余名の参加者が一堂に集い、
和やかな雰囲気のもと様々な情報交
換や歓談がなされていました。
真砂地区 HP chiba-masago.jp
§編集後記§
思いの外暖冬とはいえ、世界的に新
型ウイルスが蔓延し、日々状況が懸念
される中でも子どもたちは元気に過
ごしています。みなさま、くれぐれも
お身体にご留意ください。（広報部一同）

