
松原市内各中学校区地域教育協議会では、“フェスタ"、 “クリーンキャンペーン"、 “子

育て講座"等を開催しています。

松原市地域教育協議会では、松原市PttA協議会との共催で“防犯教室"、 “松原市中

学校生徒会交流会"を開催しています。また、“職場体験学習"の支援にも取り組んでい

ます。

このような、様々な取り組みを通じて、地域の子どもどうし、子どもと大人、大人どう

しが交流し合い、「顔と名前の一致する人間関係」を育む教育コミュニティの推進と共

に、学校教育活動への支援 0協力を行つています。

●体験活動のネットワーク

0職場体験学習のネットワーク

0大人と子どものネットワーク

●ボランティア活動のネットワークi

0子ども同士のネットワーク

第 10回松原市中学校生徒会交流会

文部科学省・大阪府補助事業
～教育コミュニティづくりの拡大・発展～



松原市地域教育協議会だより (第 20号 )

饂

11月 12日 (土 )松 原中学校グランドにおいて、地域フェスタ Dいの

ふれあい秋まつり」が実施されました。本年度は天気にも恵まれ、ステ

ージ、体験、展示、模擬店などの各コーナーは、たくさんの人で―日中賑

わいました。松原中学校区のフェスタのテーマは『歴史と防災』です。そ

こに、今年度は新しく、松原市薬斉」師会・藤丼寺保健所からの『薬物被

害』に関わる展示も参カロしていただき、子どもからお年寄りまで、たく

コーナーや放水の体験による「地域を守ろう」というコーナーも賑わい

ました。ステージにも昨年度に引き続き、MttBR33が出場し、校区の

幼稚園児や保育園児、小学生、中学生、高校生や伝統芸能、八ワイアン

とともに会場をわかせていました。中学生ボランティア80名程が会場

でゴミ拾いや会場図の配布など―日中頑張つてくれ、地域の人の笑顔で

あふれたフェスタでした。

饂

毎年2月 末頃に、中学校区の三小学校 6年生を対象にした交流会を実施し

ています。本年度は1学期に授業体験、2学期にクラブ体験があり、児童た

ちにとつては3度目の顔合わせとなります。4月 の入学前に少しでも顔見矢□り

の児童が増えるようにと、地域教育協議会と3小小学校の 6年生の先生方が

中心となつて企画運営を行つているのが、この交流会です。会場は、松原中

学校の体育館や教室を借りて、中学生ボランティアにも参カロしてもらつています。また、各学校の P ttAの方々にもお手

伝いをお願いし、大縄やドッジボールなどを楽しんだ後、炊き出しの豚汁を作つていただいています。楽しい交流の中

でつながりをつくり、中学校生活が楽しく踏み出せることを願つています。

本年度より校区の松原小学校と松原中学校の図書室の電算化に向けた作業が始まりました。両校では7月下旬より

校区の学校支援コーディネーターが中心となり、保護者や生徒のポランティアもカロわり、蔵書データの登録やバーコー

ドの作成・E口刷等の作業を行いました。松原小学校は作業が完了し、1月 か

ら新たに開館しています。松原

中学校 |よまだ終了していません

が、来年度からの実施に向け、

現在も取り組み中です。



蛉

前日までの雨の影響で雨天バージ∃ン

にはなりましたが、11月 20日 (日 )に第

16回 いきいきふれあい祭りが開催され

ました。例年グランドに設置される舞台は

体育館となりましたが、たくさんの地域

の方にもおこしいただき、大変な盛り上

がりでした。また、今年は東日本大震災

をうけて、三中の生徒会と天北小、天南

小の児童会で、祭りの冒頭にボランティア

宣言を行い、生徒会と地域協で募金活動

も行い、募金していただいた方に鉛筆を

お渡しする取り組みも行いました。

地域協主催の文化的行事として、2年前から行つてる取り組みです。今

年は、1回 目を7月 に2回目を9月 に実施しました。特に2回目は台風の影

響で延期されるなど八プニング

もありましたが、たくさんの子

ども達が参カロし、熱心にカップ

やお皿など作品造りに取り組ん

でいました。

蜃

5月 には天美南小学校を会場に「天南祭り」を、また1月 には天美北小学校を会場

に「天北フェスタ」を行つています。「天南祭り」では、各団体が模擬店を出店しますが、

「天北フェスタ」で|よ、各団体が全て無料の体験コーナーを出しています。「天北フェス

タ」には餅つきなどもあり、寒い中多くの子ども達や地域の方が参カロされ、楽しんで

いただけました。

〔天南察綽)

(天」婁pェスタ}



11月 5日 (土 )、 第 16回の三中校区ヒューマンタウンフェスティバルを開

催しました。今年度 |よ途中からあいにくの雨模様となりましたが、久々にグ

ランドで開催することが出来ました。41の団体が参カロし、ステージイベント

では「三中吹奏楽部」、「中央小。布小合同演奏」、「中央幼。布幼合同演技」、「三

中 。人権を大切にする会 :夢太鼓」、「三中手話の会の発表」、「よさこいソー

ラン (中 央小 5年 )」 、「ダンスパフォーマンス (MttBR 3 3と 卒業生 )」 、「バ

ンド演奏 (卒業生 )」 と大変盛り上がつた舞台となりました。

特に今年度は、3月 11日の東日本大震災について、校区で

様々な取り組みをおこなってきました。また、松原市内生徒

会交流会がきつかけとなり、中央小学校児童会・布忍小学校

児童会 。松原三中生徒会が協力して、ヒューマンタウンフェス

ティバルで何か取り組みをしようということになりました。そ

の子どもたちの思いを大切にするために、毎年決めているヒ

ユーマンタウンフェスティバルのテーマを、子どもたちが作成

した「ボランティア宣言」からの言葉を使おうとフェスタ実行

委員会で決定しました。テーマは「絆 :助 けられる人から助け

る人へ」としました。当日は児童会 。生徒会が協力して「ポラ

ンティア宣言」の朗読や「ボランティアステーシ∃ン (ボラン

ティアブース)」 をつくつて募金活動、写真展、メッセージボー

ドの作成に取り組みました。たくさんの人に協力していただ

きました。本当にありがとうこざいました。

議ルサィア宣言「辞 :助けられる人から助ける人へ」
oll:言 _11羊

`1幸 |■ ま`
=I■

ギ・,,iit i´
=ヨ

ま→
=置

 1表 rit,[が .[■
'| 

■|=コ よ ど
ゃぶャ雪lJ、 に` これれ,ぅ 、なデ1美

^.=|「
‐

L揉
=デ

tき くたぇた蛯著́ 澪峡■ N・ |[=奎 ●L'■
=■

●F■ [ =Ⅲ ご iヽtS i彗 ■t titt, 日
=■

■二
=に

/1い 、 とヽにメィ́ょrぅ で、、ぅ●6● l‐【たら●
=せ

,」 ■ it、 こ■|:et ii===● Lこ ,

=|■
から● 1た ちk.・ t曜 十ご■1■

=た
■1:: ti`=ご■彎二

=tr・
 年,|―,jl:iけ t tfヽ

「
itヽ と■■

1人 ●ことを瞥tヽ ます

二詢 わたしを一生低今に生き礼

煎 常 に あ ,た |た 、も最 与:ヒ そ ■●っ ヽ■ lt■
=Ll■

 ■[,1蒙 ,■ ■ ■■,11に ニダ,な ヽ 二びマ I● rt,tti

ttみ t,'tiて きitiて ti 4ミ ぅヵご
=′

I 名
=t`「

 tた ら■,4ξ
==■

末ヽした 上″.=`lr

2.A40つあ

"嗜
人物にする。

お1● こュースで 'こ・ 1■ lξi:liピぃ ・ギ■ここtcr″、,1.rtら J lt'it'■ 1,itt ittlt
そのよヽ

`爛
十諄,た 、と■ぃえtt_■ ,ふ ‐

==`1●
おま すj´ :.キ :ら ,|ゞ

`●
(:ユ ●1■ 4: 1:L]レ:1コ iヽ

=こ
跡LtLた 、■.■■■こに

=こ
三二

=L,「 `ti t,■
し たらこ1,‐ 三建■4fl読 こ●フなか‖きえ|‐ ■■、

3。 今ある当たり言a2た感謝の無 忘れ曇 .ヽ

1ヽ1 ■たち(141・ゲ,夕可壼t,■ 歩1:ュ .P,t・ こゝ tェ ti、 41■,Iた ら,:`摯 っitう
==立 = あtξ

り■うことによ中・|た ●L■
=そ

|:■ ξ■
=■

tt."=■ ごtt itt  ttち 1ヽ 11■ と,,1に も五[た ■1●

ャJL晨.1と 芸ごせ。「 .ィ 「亀議十ぅ)をι■を[・
==三

4.災

"を
もりと知る。

ろう彙日本!!  ボんぼろう日本II



10月 22日 (土 )四中校区いきいき交流フェスタを行いました。雨模様の天

候だつたので運動場は使わない雨バージ∃ン、体育館で地域交流祭、模擬店は

中庭で、体験教室は校舎内を使いました。松原市のマスコットキャラクター「マ

ッキーくん」も特別参力□でフェスタを盛り上げてくれました。幼稚園 。保育所

や小学校の児童がたくさん参カロしてく

れ模擬店や体験教室には列ができる

盛況でした。生徒会は東日本大震災募

12月 11日 (土 )、 いきいき健康ウォーキングがおこなわれました。「ふるさ

と再発見 |1歩いてみよう自分たちの街を」をキャッチフレーズに今年で四回目

をむかえました。家族や友だち同士でグループ毎に地図を片手に校区を歩いて

屯倉神社を歩き三宅小では「焼きマシ

ユマロ作り」をして、時間が過ぎるの

金活動をおこない、四中生もボランティアとして活躍し、自転車の整理、ゴミの

回収などをスタッフと共に頑張りました。地域の方々の協力で今年もフェスタ

は大成功 ||で した。

みなさんこ協力ありがとうこざいました。

も忘れてウォーキングを楽しみました。ゴール後は温かい豚汁で暖をとつてか

ら全員でビンゴゲームを楽しみました。幼児、児童、生徒など幅広い年齢層で

参カロしていただき、みんなで楽しいひとときがすこせました。

三宅幼稚園で |よ、園目標の「様々な体験が豊富に得られるよう環境を整備し

遊びをすすめる。人とのかかわりを大切にし、家庭生活や地域社会とつながる

保育をすすめる。」にそつて幼稚園 。小学校 。中学校・高校 。大学 。地域と様々

な人との出会いの場面を作つていま

す。職業体験では四中生と、四中フェ

スタでは地域の方々とふれあい、その

かわいい笑顔で行事をより楽しいものにしてくれています。そのような体験を

とおして子どもたちが大きく成長しています。



フェスタのポスターです

11月 20日 (日 )松原第五中学校で第 16回いきいき環境フェスタが

開催されました。今年度 |よ、生徒会と児童会が東日本大震災の募金活動

に取り組み、スタンプラリーの景品としてマイお箸 (害」り箸―膳で二酸

化炭素 182ラ を肖」減)を約700セ ット配付し、環境問題を考え行動して

いくきつかけにもなりました。

地域の方による体験コーナー

ヽ

3校で学期初めに挨拶運動

学期初めと6月 の「学校安全の日」に地域協として挨拶運動に取り組んでいます。地域協の役員や PttA・ 教職員等が

協力して、朝から学校の門で「おはよう～」と大きな声で子ども達に挨拶をしています。

夏休み中の親子陶芸教室や天文教室 (夏と冬) に地域協として取り組んでいます。

幼稚園児によるダンス発表

小学生によるリコーダー演奏 中学生がテント設営のお手伝い

夏の天文教室 (望遠鏡作り) 夏の陶芸教室



「松風杯トッ千ポー′L大会」
10月 29日 の「松風杯 ドッチボール大会」では、松東小 。松南小の子 ::

どもたちが、混合チームを作り、ドッチボールをしました。すばらしい

秋空のもと、みんなが力強くボールを投げ合いました。審判の方々も力

が入り、高学年では白熱したゲームになりました。

「笑顔・夢 O rTtれあい祭l,」

地域の岡町学園の園児の鼓笛隊の演奏、第1保育所の園児の太鼓ば

やしとかわいい子どもたちのすばらしい演技で舞台の幕が開きました。

今年は、東日本大震災の義援金を集めようということになり、六中生

徒会と両小学校児童会が舞台に上がって協働でアピール文を読み、義

援金の協力を呼びかけました。その結果、3万数千円の義援金が集ま

りました。グランドでは、「食のコーナー」「体験コーナー」など、たくさ

んのお店も12:00に は完売するほど、地域の方や子どもたちが来てく

れました。

「みたな花し1つばし1プロジェタト」
松原東小の子どもたちが中心になつて、校区に花いつぱい運動をし

ています。公園、公民館、米作りをしている実習田などに、学校支援コ

ーディネーターの二位さんや PTAの方々の協力のもと「校区に花を咲

かせる運動」を展開しています。

「ホ中スポーツ交流会」
2月 4日地域協主催で、六中入学前の両小学校 6年生を対象にスポー

ツ交流会が開かれました。六中の生徒会の呼びかけでボランティアの

中学生も交え、ドッチボール、バスケットボール、丁―ボールの3種日で、

冬晴れの寒い中でしたが、楽しく交流しました。青少年指導員の皆さ

んが終了後、「うどん」を振る舞つてくださいました。



松原市地域教育協議会だより (第 20号 )

(文化交流の部)

11月 12日 (土 )第 17回 国際文化フエスタを開催しました。今年は、東

日本大震災の義援金を送るため、生徒会が中心になり、鉛筆を配り義援金

を呼びかけ、参カロ団体からも義援金の申し出がありました。

また、大きな布にマジックで、応援メッセージ「頑張ろう東北」をみんな

に書いていただきました。

食のコーナー 。あそびのコーナー。文化交流の部で、多くの方に来てい

ただきました。

12月 4日 に、地域協主催の子育て講座を実施しました。―部のテーマは「と

もに学ぶ」～地域の中で子どもと育つ「ほつとたいむ」親学習～でした。二部

は、七中吹奏楽部のミニコンサートでした。

講座に先立ち、国際文化フェスタにおいて、長年参力□され、子ども達のため

に貢献していただいた団体に感謝状を送りました。(荘 園卓球様・荘友会様・

西野々連合町会様、シルバーアドバイザー松原会様 。松原防犯協議会恵我支

部様・松原市消防団第四分団様・松原徳州会病院様 )

本当にありがとうこざいました。

年 3回のクリーン活動を行つています。3月 は、卒業式、入学式

に向け、通学路や校舎周りの清掃を行います。

(義援金呼びかけ)

※このリーフレットは 13,500枚作成しました。


