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～10周年と今年度の活動～ 会長 小山こずえ 

2011年(平成 23年)に真砂第一中学校と第二中学校、真

砂第一小学校と第四小学校、真砂第二小学校と第三小学校

が統合し、真砂中学校、真砂東小学校、真砂西小学校が誕

生しました。中学校に事務局を置く育成委員会も統合し、

同じく 10周年を迎えました。統合した 2011年は 3月に東

日本大震災があり、真砂も液状化により甚大な被害を受け

ました。 

今年度は新型コロナウイルス感染症対策による長期休校、

学校行事や授業の中止や変更等、子どもたちの生活に大きな

変化を余儀なくされた年でした。この 10 年間、育成委員会

では子どもたちの安全や健全な育成を願い活動して参りま

したが、今年度は様々な制約の中で模索しながらの活動とな

りました。みなさまのご協力をいただき、子どもたちの健や

かな日々に微力でも貢献できましたなら幸いに思います。 

 

 

2012 千葉駅伝応援 

真砂中学校・東小学校・西小学校 

 青少年育成委員会 

 １０周年 

 真砂の街 絵画・ポスター展 (12/13～1/30)     

 

毎年大盛況のウォークラリーイベントですが、今年度はコロナの影響で大変残念ながら開催することを断

念いたしました。代替え案として、密にならず、それでも子どもたちやご家族、地域のみなさまが少しでも

笑顔になれるイベントをとレク部にて話し合いを重ね、大好きな真砂の街についてテーマを分け、きれいな

街づくり、昔・今・未来、街で発見したこと、夢の街などの絵画やポスターを東小、西小、真砂中、検見川

高校、特別支援学校へ募集し 190点の作品が集まりました。イオンスタイル検見川浜で掲示いただくこと

で、ご家族やお店、地域の方々との繋がりになれたら嬉しく思います。        （レクリエーション部） 

 

 

2016 クリーン＆点検活動 

 

2017 あいさつの日活動 

 

2018 ウォークラリー 

https://www.google.com/maps/search/%E7%9C%9F%E7%A0%82%E4%B8%AD%E3%80%81%E6%A4%9C%E8%A6%8B%E5%B7%9D%E9%AB%98%E6%A0%A1?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/%E7%9C%9F%E7%A0%82%E4%B8%AD%E3%80%81%E6%A4%9C%E8%A6%8B%E5%B7%9D%E9%AB%98%E6%A0%A1?entry=gmail&source=g
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東小１年 坂脇 舞依 

「きりん公園には、どよう日に 
まいしゅういってあそびます」 

東小１年 篠﨑 一花 
未来のまさごの街の公園には、

うさぎがいていっしょにあそべ 
ます。 
 

東小１年 菅野 楓 

まさごしらゆりようちえん 

東小１年  ＊＊＊ 

「未来のぞうさん公園にはもっと
緑が増えて、ぼくの好きな虫とり
がたくさんできるといいな。」 

東小２年 吉田 愛梨 
わたしのすきな町をかきました。 

東小３年 大曽根 真夏 
真砂のたてものをかきました。

明るい感じにするために、はい 
けいをにじにしました。 

東小４年 井口 紗季 

安全な街づくり 

東小５年 中村 莉子 

夢の中の真砂 
建物が大きいシャボン玉のような

泡につつまれていて、建物の外など
では、魚が泳いでいたり、サンゴが
あったりする。 

西小１年 斉藤 詩織 

「手づくり公園まさご」にある
手動の井戸の水くみをしている
所の絵です。 

西小１年 佐々 みなみ 

まさごのもりのあさ 

西小 3 年 尾崎 希佳 
大人から子どもまで安心し

て真砂の横断歩道を通れるよ
うに描きました。 

真砂の街 絵画・ポスター入賞作品 

西小５年 梶川 咲 西小５年 柴田 優吾 西小６年  Ｍ．Ｈ 

未来の真砂の街では京葉線の 
電車が空を飛べるようになってい
たらいいなと思ってかきました。 

ジャンプ公園でよくちょうちょ
をつかまえています。 

支え愛真砂 
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西小６年 松田 七海 

私の夢の街は、お年よりも 
大人も子どもも、楽しく、仲良
く、くらしている街です。なの
で、公園で子どもたちが仲良く
遊んでいるところや、大人たち
が楽器をふいていたり、消防車
を写しんでとっているところを
かきました。 

西小６年 藤木 百々夏  

私のマンションの屋上から見
た、真砂のまちを描きました。 

西小６年 平本 真菜  

安全な街づくり  
あいさつの輪を広げ、 

安全な真砂地区をつくっ 
ていきたいです。 

真砂中１年  Ｔ．Ｆ 
家のちかくから見えた普段の 

けしき 

真砂中１年  ＊＊＊ 

きれいな街づくり 

真砂中２年  Ｇ．Ｍ 
真砂のコウケイ 

真砂中２年  Ｎ．Ｓ 

真砂の町と空 

高等特支 1 年  
中西 七奈歩 

学校の花 

高等特支２年  ＊＊＊ 

学校の花 

高等特支２年  
伊藤 颯太 

学校の花 

検見川高校 1 年  
Ａ．Ｋ 

きれいな街づくり 
笑顔が咲きほこる、 
緑あふれる素敵な街 
をテーマにしました。 

検見川高校 1 年   
Ｙ．Ｍ 

検見川浜駅のホーム
から見た駅周辺を描き
ました。 

検見川高校 1 年 田中 美衣奈 

普段、通学で目にする真砂の
景色。のどかで緑豊かな町並み
は、とても住みやすそうだなと
思いました。そんな真砂の一つ
の景色を、水彩絵の具で表現し
てみました。 

検見川高校２年  Ａ．Ｙ 

夏の太陽が照りつける感じ
を意識して描きました。木々
の葉がおい茂っているところ
も力をいれました。 
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「下校時見守り活動」 
コロナウイルス感染症の影響により、健全育成部の『あい

さつの日活動』を、子どもたちが安心して安全に下校できる

ことを願って、『下校時の見守り活動』に変更しました。 

小学校の下校時刻に合わせて、令和 2年 9月から毎月各校

1回ずつ計 14回(12日間)校区内にて見守りを実施しました。

走って帰る子、お友だちとおしゃべりをしながら帰る子など

様々ですが、子どもたちは一様に笑顔で足取りも軽やかです。 

これからも、子どもたちが安心して、事故なく安全に過ご

すことが出来るよう見守り続けていきたいと思います。ご協力いただきましたみなさま、本当にありがと

うございました。                              （健全育成部） 

                

「パトロール活動報告」 

今年度は夏祭りが中止になったため、主に公園や通学路を少人数     

の数コースに分かれ、自転車および徒歩で点検しました。報告のあ

った公園トイレの照明灯切れや施設劣化については関係機関に対応

をお願いしました。また第１公園前の集水ます

の落ち葉の清掃や無灯火自転車への声かけ、公

園や駅前にいた子どもたちへの帰宅指導も行な

いました。 

               （環境対策部）                                                                     

 

「青少年の日」つながりウィーク事業  ～クリーン＆点検活動～  9/26(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。今年度は、コロナウイルス感染拡大防止の対策をとり真砂中・東小・西小を集合場所に、密を避

けて実施しました。また“ちばレポ”テーマレポートの冠水防止の集水ます点検も行ない、該当箇所の清

掃や報告を行ないました。作業終了後はとてもきれいな公園・通学路となりました。 

 

「青少年相談員事業」～おうちで作ろう宝石石鹸 (小学生向けイベント) 

『おうちで作ろう宝石石鹸』を企画しました。337名の沢山の参加があり、各

ご家庭で宝石石鹸を作っていただきました。そのうちコンテストには 50近くの

応募がありました。送っていただいたみなさま、ありがとうございました。お子

さんの作品はどれも素敵で、入賞作品の選考には相談員一同悩みましたが、応募

作品の中でも特に完成度が高かった 6つの作品を入賞作品としました。 

青少年相談員のホームページ（https://www4.hp-ez.com/hp/masago/page10）に入賞作品を掲載してありま

す。どれも力作ですので、ご覧ください。                    （青少年相談員） 

 

https://www4.hp-ez.com/hp/masago/page10
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創立１０周年行事・体育祭・運動会 

「真砂中」 12月 9日(水)に創立 10周年記念式典をＴＶ放送に

て実施しました。内容は、お祝いの言葉・生徒会発表・真砂ソーラ

ン・吹奏楽部演奏でした。生徒会発表は、生徒会を中心に真砂中に

関するクイズを出題してくれました。 

真砂ソーランは、一つ一つの動き、声をそろえる部分、きれがあ

ってとてもきれいな演舞でした。吹奏楽部演奏は、校歌、マーチ、

クラシックをアレンジした創立 10 周年を祝す素敵な演奏でした。

式典当日は美術部がデザインを企画したマフラータオルも配付し

ました。なお、記念誌、クリアファイルは、2月末配付予定です。 

「東小」 11月 26日(木)に行われた「10周年を祝う会」は朝から

深い霧に覆われましたが、会が始まる頃には霧も晴れ、晴天のもと

無事に終えることができました。当日は、密にならないように感染

予防に配慮しながら、セレモニーは校内放送で 10周年記念ダンスは

校庭で行いました。開会セレモニーでは、児童会による 10年前の出

来事、10周年クイズを行うなど、子どもたちが主体的に問題を考

え、10年間の移り変わりをわかりやすく紹介しました。その後、全

校児童による 10周年記念ダンスを披露しました。ダンスは 6年生の

実行委員会のメンバーで話し合い、1年生でも踊りやすいように振

り付けを考えました。次年度からの運動会の準備体操として引き継

いでいきます。閉会セレモニーでは、各学年の代表児童が 10周年に対する思いや感想を述べました。翌日

には、学年ごとに保護者の皆様にもダンスを披露しました。 

 

「西小」 12月 4日(金)晴天の午後、全校が校庭に集まり、 

10周年記念式典を運営委員会の児童が中心になり行いました。式

典の内容は、①校旗入場(校歌と共に入場) ②校長先生の話（詳し

くはホームページをご覧ください）③10周年記念実行委員長の話 

④感謝状贈呈 ⑤真砂西小のあゆみ＆西っ子クイズ(真砂西小学校

は、何小学校と何小学校が統合したのか。校章の由来。飼育小屋

に飼われていた動物等）です。 

記念品として渡された、クリアファイル、バンダナ(校章に描かれ

ている鳥が真砂の街を散歩しています。)を手にした子どもたちは

「可愛い」と大喜びでした。2年前から準備を進めてくれました 10周年記念実行委員のみなさまに、心よ

り感謝申し上げます。 

 

「真砂中」体育的活動(体育祭) 「東小」真砂 2020スポーツフェスタ  「西小」ダンスフェスティバル 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

 

9/16(水)に体育的活動(体育
祭)を行いました。 
体育祭のスローガン(垂れ幕)
が 10年分並び、壮観でした。 
 

 

～10周年！全力を出して 
赤白共に楽しもう～ 

11/21(土)練習の成果を精一
杯発揮した子どもたち。生き
生きとした表情を見せてくれ
ました。 

 

～西っ子魂  天まで届け!!  
心を 1つに Let's Dancing～ 
11/14(土)2 学年ずつに別れ、
素敵なダンスを披露しました。 
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学校教育功労者表彰 
個人の部 真砂東小校長 亀山恵美子先生 

団体の部 真砂東小学校 

 

検見川高校の取組み 
「ブリティッシュヒルズ語学研修」 

検見川高校で

は昨年度から、

1・2 年生の希

望者を対象に、

福島県にある

英国風の宿泊

施設「ブリテ

ィッシュヒルズ」で語学研修を行ってい

ます。今年度は 79人の生徒が参加し、12

月 18日からの 2泊 3日、朝 9時から夕方

5 時半まで外国人講師によるレッスンを

受け、夕食後にもアクティビティーに参

加するなど、朝から晩まで英語に囲まれ

た生活を送ってきました。雪に見舞われ

たため多少の日程変更はありましたが、

普段の授業とは一味違った授業を受け、

充実した三日間とすることができました。 
 
 

千葉市立高等特別支援学校 
年に一度の文
化祭「光 toku
祭」を 11月 14
日（土）に開催
しました。今
年は新型コロ
ナウイルス感

染症の影響で一般公開しませんでした。
生徒、職員と保護者のみでの開催でした
が、今年度初めての販売の機会でしたの
で、生徒たちは製品生産物のＰＲや販売
活動に張り切って取り組みました。小規
模ながら生徒たちには満足感いっぱいの
一日となりました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

手づくり公園まさ
ごに「花名札」を作
ってプレゼントし
ました。本校の 2年
生が中心となって、
木材を切ったり削

ったりした後、組み立てました。手づく
り公園まさごに設置するこ
とを楽しみに、みんなで協
力して約 100個の「花名札」
を制作しました。真砂の街
のみなさんに喜んでもらえ
て嬉しかったです。 

令和２年度事業報告 

令和 2 年 

5/ 9 第 10回定期総会(書面開催) 

 12 第 1回育成委員会会長会(書面開催) 

29 第 1回事務局長等会議(書面開催) 

  30 青少年相談員連絡協議会総会(書面開催) 

6/20 第 1回理事会 

7/30 育成だより第 19号発行 

8/ 2  真砂地区地域運営委員会総会 

9/12 第 2回理事会 

 16・23 下校時見守り活動 

26 青少年の日つながりウィーク事業「クリーン＆点検活動」 

10/ 5・9   下校時見守り活動 

11 真砂地区体育祭 （スポーツ振興会主催・育成共催）(雨天中止) 

   19 第 2回育成委員会会長会(書面開催) 

 11/ 2・10 下校時見守り活動 

7 第 3回理事会 

12/13  真砂の街 絵画・ポスター展(～1/30) 

14 冬季地域点検パトロール(雨天中止)(参加者で実施) 

19 第 4回理事会  

25 下校時見守り活動 

令和 3年 

 1/ 6 下校時見守り活動 

18 冬季地域点検パトロール 

 2/ 8・22 下校時見守り活動 

   9  第 3回育成委員会会長会 

13 第 5回理事会 

  15 第 2回事務局長等会議 

  18 育成だより第 20号発行 

3/ 3・22 下校時見守り活動  (予定) 

19 春季地域点検パトロール（予定）            

4/17 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§ 

 10 周年という節目の年を迎え、ほんの一部ではありますが、

一面に足跡を掲載しています。今後とも当委員会に更なるご協

力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 （広報部一同） 


