
 

 

 

 

 

 

 
 
 日頃より本校開かれた学校づくり協議会の事業活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 「開かれた学校づくり協議会」とは、学校・家庭・地域が協働して地域に根ざした特色ある学校づくりを進めてい

く組織です。本校協議会では、家庭教育部として朝のあいさつ運動・朝礼講話・保護者を対象にした講演会また地元

の落語家である三遊亭兼好師匠の落語講演会を開催しています。校外部では親子スポーツ大会・夏まつりボランティ

ア参加・区立公園内の花壇整備を地域の方々、生徒と共に行っています。 

 事業に参加してくれている生徒も大人も何かを感じ考えてくれる機会になればと思いながら活動しています。これ

からもご意見・ご要望をお聞かせください 

開かれた学校づくり協議会 
                                         会長 國分 重明 
  

 

  

１０月、本校体育館で家庭教育に関する講演会が行われました。例年３０～４０名程度の参加者でしたが、この

日は開成高校の柳沢校長先生。著名な先生だけに本校の保護者に加え、地域の小学校の保護者など多くの人が集ま

りました。会場ではお話にメモをとる方もおり、質疑応答ではいくつもの質問が出され、とても有意義な講演会に

することができました。この講演を主催したのが本校の「開かれた学校づくり協議会」です。 

私はこの１２月で着任１年が過ぎました。この間、「開かれた学校づくり協議会」では、いろいろな活動がありま

した。「おはよう声かけ運動」や全校朝礼で協議会の委員にお話していただく「朝礼講話」。「新春おもしろ落語」は

地元の三遊亭兼好さんが落語を披露、会場を笑いに包みました。「花育の会」では、生徒のボランティアを集めて千

寿桜小学校裏の公園の花壇を花で飾り、「親子スポーツ大会」では多くの生徒が集まってビーチボールバレーボール

を楽しみました。「開かれた学校づくり協議会」は生徒と地域、保護者と地域をつなぐ一翼を担っています。引き続

きさらに多くの生徒や保護者に参加して、この活動の輪が広がることを期待しています。 

                                  千寿青葉中学校   

校長 鈴木 幸雄 

 

 

朝のおはよう声かけ運動～朝礼講話 

 

  一日の始まりは挨拶から始まります。今年度も、６月より生徒朝礼のある 

日に合わせて３日間、計５回「おはよう声かけ運動を行います。また月曜の 

朝礼において協議会委員の方々から順番で講話をいただいております。 

６月１９日は石橋家庭教育部部長、７月１０日は佐藤久協議会委員、１１ 

月６日には北島一弘協議会副会長、１２月１１日には國分重明協議会会長に 

よる朝礼講話を実施いたしました。今年度最後の講話は１月１５日に川口範 

校外部副部長の講話があるのでお時間がある方は是非聞きに来てください。 

 

◇次回のおはよう声かけ運動は１月１５日(月)～１７日(水)です。 

 １５日の朝礼講話は、スポーツ推進委員であり第七代千寿青葉中学校 PTA 

会長川口範協議会委員がお話をしてくれますのでお楽しみに。 

  

 

足立区立千寿青葉中学校 

開かれた学校づくり協議会 

協  議  会  だ よ  り 

 
 

    平成 29年 12月 22日 
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「母親が知らないとヤバイ「男の子」の育て方」～家庭教育部講演会 

                                             

   １０月１１日(金)開成中学・高等学校の柳澤幸雄校長をお迎えし子育てについての講演会を開催しました。テーマは男の子の 

  育て方とありますが子育て全般のお話しでした。理想の親になるには、「自分が子供の頃どんな親であって欲しかった

のかを思い浮かべてください」とおっしゃっていました。

資料がない為に一生懸命にメモを取る参加者の姿がとて

も印象的でした。 

                             当初、会議室で開催される予定でしたが在校生の保護者

を始め、地域の方、また近隣の小学校の保護者の参加も多

く計８４名となり会場が体育館に変更となりました。質疑

応答では、たくさんの方が挙手され時間がオーバーするほ

ど盛り上がりました。進学校の現役の校長の話が聞けると

いうことで保護者の関心度も高かったようです。 

                               

  

 

 

 終了後のアンケート 

 

・現在携帯電話を持たせていなくて悩んでいたところでした。家庭に帰り家族で相談して今後を考えたいと思いました。 

・小学５，６年生から８０％以上の子が携帯電話、スマホを持っていること、中学、高校になったら持っていて当たり 

前の時代になってしまっている。家でのルールを作り、子どものサインを見逃さないように、いじめ対策をしてい 

かなければいけないと思いました。 

・親の目の見えない SNSのこわさ、いつ子どもがその立場になる、なっているかがわからない。今、家庭では一日一回

声で携帯に問題ないか確認している。これからは親が貸している携帯と話し、まめに見たいと思います。また、私の

携帯も子に見せるようにしたい。自分だけ見せるとなると子は嫌がるから、親も見せることで共有できると思った。 

・参考資料を用いて実例をあげての説明はとてもよくわかりました。実際には携帯電話での子ども達のやりとりでのい

じめがあるのは正直、想像以上の内容でした。私自身、携帯電話の SNSや Twitter botは知らなかったので、今回参

加できてよかったです。 

・自分の知らない情報もあり、興味深く聞かせていただきました。問題が起きたとき、つい「やり返してやれ」等強

い言葉で言ってしまったことがあったので反省しました。現在、子どもにスマホを持たせていませんが、将来使う

ようになったときに参考にさせていただきたいと思いました。 

・時代の流れとはいえ、メリット、デメリット・・・、デメリットの部分が中学生時期には大きいと思います。なん

となくは聞いたりし、知ってはいましたが、実例をあげていろいろなお話を聞けて、大変ためになりました。 

・ツイッターはやっていないので、Twitter botというものを初めて知りました。実際にあった実態を聞いてとてもび

っくりしています。LINEでの自殺に追いやられる件もやりとりを見ていて心が痛くなりました。SNSの怖さをしり、

この事例を子どもにも話して、自分の周りではこんな事がないか聞いてみようと思います。最新の実態や対策など、

今のお話を聞いてとても勉強になりました。 

 

参加くださった方の感想を一部ご紹介しました。この他にもたくさんのご意見ご感想をいただきありがとうござ

いました。 

 

 

 

            講師     

            開成中学高等学校校長 

              柳沢 幸雄（やなぎさわ ゆきお） 

生誕    1947 年 4 月 14 日 

            研究分野  環境工学 

出身校   東京大学 

 

 



 

土曜事業連携事業報告（連携：千寿桜小学校） 

 5/27（土）…球根採取・土起こし  11/4(土)…種取り・土起こし 

6/25（土）…苗植え付け         11/26（日）…球根・ビオラ植え付け 

６～８月…水やり・草取り   

実施日 事業名 実施日 事業名 

４月１８日 開かれた学校づくり協議会準備会・企画会 １０月１７日 第２回開かれた学校づくり協議会 

５月１６日 第１回開かれた学校づくり協議会・委嘱式 １１月６日～８日 おはよう声かけ運動  朝礼講話：北島一弘（６日） 

６月１９日 第２回企画会 １１月１６日 第４回企画会 

６月１９日～２１日 おはよう声かけ運動 朝礼講話：石橋里美（１９日） １１月２３日 授業参観、親子クリーン作戦（雨天の為中止） 

６月１９日～２３日 公開授業 １１月２５日 青葉まつり（ＰＴＡバザー） 

６月２１日 道徳授業地区公開講座 １２月 ２日 土曜事業 親子スポーツ大会 

７月 ８日 土曜事業 親子スポーツ大会 １２月１１日～１３日 おはよう声かけ運動・朝礼講話：國分重明（１１日） 

７月１０日～１２日 おはよう声かけ運動  朝礼講話：佐藤久（１０日） １月１３日 面接指導協力 新春おもしろ落語 

７月１４日 地域懇談会・社明運動講演会 １月１５日～１７日 おはよう声かけ運動・朝礼講話：川口  範（１５日） 

７月２９日 第５地区対夏祭りボランティア参加 １月１７日 授業診断、学校評価、給食試食会 

８月５・１９・２６日 地域パトロール ２月１５日 第５回企画会 

９月 １日 第３回企画会 ２月２０日 第３回開かれた学校づくり協議会 

９月３０日 土曜事業 親子スポーツ大会 ３月１９日 卒業式 

１０月１０日～１４日 公開事業   

１０月 １１日 家庭教育講演会 

「講師：開成高校 柳沢幸雄校長」 

  

 

花育の会～校外部 

  

  今年度も千寿青葉中学校の「花育の会」では千寿桜小学校の「花を育 

 て隊」と連携し桜木町公園の花壇で花を育てています。今年度は例年に 

増して参加者も多く小中学校のボランティアも延べ１００名を超える勢い 

です。春はチューリップ、夏は向日葵や百日草など季節の花々が地域 

の方たちの目を楽しませてくれます。 

   こちらの花壇ではただ花を育てているだけではありません。毎年足立 

  区で主催している「花いっぱいコンクール」に参加しています。今年度 

 は、８３の参加校（中学校・小学校・幼稚園・保育園）の中で見事優秀賞を 

 獲得しました。ご参加くださった皆様ありがとうございました 

                        。 

 

 

 

真ん中の１５の文字がわかるかな？ 

 

 



 

 ２９年度協議会役員  

 

 

 ２９年度相談役  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 割 氏 名 役 職 

会 長 國分 重明 千寿青葉中学校第三代ＰＴＡ会長 

委 員 鈴木 幸雄 千寿青葉中学校校長 

役割 氏名 役職 

副会長 北島 一弘 青少年委員 

会計監査 佐藤 久 千住大川町東町会会長 

会 計 浦井由美子 千住龍田町町会女性部 

委 員 稲垣まゆみ 青少年委員 

委 員 高橋志保子 第三地区主任児童委員 

広 報 石橋 里美 千寿青葉中学校第六代ＰＴＡ会長 

委 員 三浦由紀子 千寿青葉中学校前会長 

副会長 小林 昌則 千寿青葉中学校ＰＴＡ会長 

広 報 古賀 由紀 千寿青葉中学校ＰＴＡ副会長 

広 報 寺澤 昌記 千寿青葉中おやじおふくろの会会長 

広 報 浅香 英典 千寿青葉中学校副校長 

書 記 高安いずみ 千寿青葉中学校第五代ＰＴＡ会長 

書 記 川口 範 千寿青葉中学校第七代ＰＴＡ会長 

会計監査 楠木 武夫 千住中居町町会副会長 

会 計 荒木 公 千住大川町西町会会長 

委 員 小山 久雄 千寿おやじの会会長 

委 員 吉川 和宏 青少年委員 

委 員 市川 元一 第三地区少年団体協議会会長 

書 記 高瀬 真司 千寿青葉中学校第四代ＰＴＡ会長 

書 記 齋藤 靖江 千寿青葉中学校ＰＴＡ副会長 

書 記 加賀 芳江 千寿青葉中学校ＰＴＡ副会長 

広 報 大原 恵子 地域代表（元ＰＴＡ副会長） 

委 員 中屋 房一 地域代表（元青少年委員） 

部会 

家庭教育部副部長 

家庭教育部 

家庭教育部 

家庭教育部 

家庭教育部 

家庭教育部部長 

家庭教育部 

家庭教育部 

家庭教育部 

家庭教育部 

家庭教育部 

校外部部長 

校外部副部長 

校外部 

校外部 

校外部 

校外部 

校外部 

校外部 

校外部 

校外部 

校外部 

校外部 

氏 名 役 職 

山口 敦 千住大川町南町会会長 

坂田 一男 千住柳町町会会長 

長山 康男 千住元町町会会長 

加藤 義久 千住緑町町会会長 

渡辺 英夫 千住寿町南町会会長 

大塚 力 千住寿町北町会会長 

濱田 貢二 千住桜木二丁目町会会長 

塚原 利昌 千住中居町町会会長 

星野 光成 千住龍田町町会会長 

石島 篤 千住宮元町町会会長 

嶌田 昌郎 千住桜木町町会会長 

佐竹 すみ 都営千住元町団地一・二号棟自治会会長 

佐々木清年 都営千住元町団地三・四号棟自治会会長 

邑楽 慶三 都営千住桜木ｱﾊﾟｰﾄ一号棟自治会会長 

白梅 勇蔵 都営千住桜木ｱﾊﾟｰ二号棟自治会会長 

北島小夜子 民生児童委員第五地区会長 

秋葉 千秋 民生児童委員第三地区会長 

大野 清二 千寿青葉中学校初代ＰＴＡ会長 

川合せつ子 千寿青葉中学校第二代ＰＴＡ会長 

 今年度千寿青葉中学校開かれた学校

づくり協議会の委員になっている方々

です。この他、卒業してからも協力して

くださるたくさんの OB・OG の方もい

ます。地域の方のサポートも多い活動な

ので在校生だけではなく保護者の方も

自分の住んでいる町会からどんな人が

協力してくれている方の顔と名前は覚

えていただけたらと思います。 

また、協議会で取り上げてもらいたい行

事や講演会などありましたらお知らせ

ください。 

 

 

 

◆お知らせ◆ 

三遊亭兼好師匠が青葉中にやってくる！ 

 今年度も「新春おもしろ落語」を開催します。既に案内は配布 

されていますが、大人気の三遊亭兼好師匠の落語を聴けるチャンス

です！  

 

日程：平成３０年１月１３日(土） 

時間：１４時 開演 

場所：千寿青葉中学校 

ランチルーム 

お誘い合わせの上お越しください 

関係者一同お待ちしております。 

  


