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令和元年度 第２回 神守中学校地域学校協働本部実行委員会 

令和元年７月９日（火）  １９：００～ 

 

＜参加者＞ 
校長 教頭 市代表及び暁中コーディネーター:富田 

各小学校コーディネーター:伊藤 澤野 早川 PTA 会長:服部 PTA 監査:川口   

椙村 城 山口 阿形 大野 村井 松永 渡部 16 名 

 

＜次第＞                                                               進行：樋上教頭 

１ 開会の言葉 
 

２ 本部長あいさつ 
  今年度より各校のコーディネーターにも参加していただいて実行委員会を開催したい。 

市の先頭をきって校区内小学校・他小中学校と手を取り合って前へ前へと新しい取り組みをし

ていきたい。 

 

３ 校長あいさつ 
  中総体が始まりました。特設陸上部から県大会へ 5 名進み、特設相撲部は県大会で 3 位でした。 

  豆ボラの活動を実際にみて、こういう形でおこなわれているんだなとよくわかった。 

  不登校が 10 年前は 60 名程いたが、現在は一桁であり、これも豆ボラ 10 年の成果ではと実感し

ている。今後もお力添えをお願いしたい。 

 

４ 協議事項 
 

（１）令和１年度の組織案について 
   実行委員会（定例会）・・・※実質的な推進を図る会議（各サポート担当代表◎が

出席。事業に応じて関係者参加あり） 
本部長 城  和彦 相談役 椙村 明人 

副本部長 大野 喜幹       

参与 （部活動支援） 大鹿 泰当       

顧問 加藤 哲雄     

地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 神守中 チーフ 山口 良子 サブ   

地域学校協働本部 神守小 本部長 木村 将幸 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 早川 美妃 

  蛭間小 本部長 水野 健治  ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 澤野 里香 

  高台寺小 本部長 上田 勝美  ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 伊藤 加代子 

庶務 市文書 樋上 淳博 久田 泰一郎 広報 松永 奈保美 

会計 市会計 伊藤 加代子   渡部 恵美子 

監査 阿形 光代     
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事務局 鍵管理 山口 良子     

  消耗品管       

  保険管理 伊藤 加代子     

学習サポート担当 ◎山口 良子 ○     

図書サポート担当 ◎村井 裕美 ○     

生活安全サポート担当 ◎佐野桂一郎 ○真野 直幸     

環境サポート担当 ◎大野 喜幹 ○     

外国語サポート担当 ◎ ○     

PTA 連絡担当 ◎PTA 代表者 ○PTA 母代     

（２）各支援の活動報告と進捗状況について 

  ①学習支援    
  ・ドテラ・・・８月２４日（土）スタート→募集手紙(別紙)は７/１に配布 

電話受付→ ７月８日（月）８時から 現在 13 名応募あり 
         特別体験回を 8/24 と 31 に実施・・・事前申込み必要 

                          定員に達したら実施しない 

  ・月テラ・・・９月３０日（月）スタート→募集は夏休み明けに配布予定 
 
   今後の予定   電話申込み→申込書・誓約書を学校を通じて配布→期日までに 

学校を通じて豆ボラへ提出→当日(受講料徴収)  
体験回の開催の有無については、HP にて告知 

           大学生・講師の確保→昨年お手伝いしていただいた方には早々

に連絡を入れる。大学生にも後輩を紹介

していただくように依頼 
           スタートまでに、ファイル、名札等の準備 本部の掃除 

 
②図書支援 

・１年生向け図書室の使い方指導・・・５/２０（月）４限～５限で実施 

                  ６/４ （火）より図書室開館 

・先生と給食を共にする会・・・５/２０（月） 

・中学校の図書委員と顔合わせ・・・５/２０（月）放課後 
・夏休み出校日図書室開館・・・８/２（金）、２２（木）10：50～11：20  
・９月からの図書室開館 
※現在 1 日 70 名程訪室している。読書感想文のために借りている生徒もいる。 
※暁中では特別支援学級への読みきかせを実施している。 
    対象生徒は 7 名。本を最後まで読み切る達成感を味わってもらうため。 
    環境を変えないように配慮し月 1 回朝の ST で実施(15 分)。 
    絵本選びは[おはなし BOON]さんへ依頼して実施している。 

神守中では生徒自ら本を読むことができているので必要性はないと思われる。 
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  ③環境支援 

・ 空き教室（ちいきの広場）開館に向けて 
  完成 ８月下旬 
    ↑ 
  室内家具設置 
    ↑ 
  床のワックス 8/11 予定 
    ↑ 
  壁塗り 7/21 予定  
 

 
  ④生活安全支援 
  ・校内巡回・・・６/１８(火) 巡回の前に「給食を共にする会」実施 
          生徒指導の先生と有意義な時間であった 
   ※次回は 9 月予定。見学希望あり。 
 
  ⑤部活動支援 
 
  ⑥学校行事支援 予定なし 
 
  ⑦外国語支援 必要あれば依頼あり 
     

５ 連絡依頼事項 

（１）コーディネーターから 

   ・６/18 瀬戸市より校内巡回の視察があった。 

    興味を持って質問をたくさん受けた。 

 

（２）会計から 
ボランティア保険の加入状況（54 名：令和 1.７.９現在）  
 

（３）書記から 

  ・ＨＰ担当 7/1 リニューアルした。閲覧歴を見てみると携帯スマホとパソコンから半々で

見られている。スマホの画面でも見やすくしていきたい。 

         寺子屋の締め切りなども載せて活用していきたい。 

     ・チラシ担当 ドテラ募集のチラシ作成した。月テラでも作成予定。 

           来年発効予定の 10 年節目のチラシについて準備していきたい。 
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６ ＰＴＡ担当から 

   PTA 研修旅行へのお誘い・・・豆ボラより３名参加あった 

 

７ その他 

（１）津島市教育委員会より（椙村） 
  ・神島田小にて夏休み中に 2 日間「宿題見守り隊」60 人定員で予定 

  ・市広報に子育て支援「子どもの居場所づくり事業」として小学生を預かり見守りをするため

学生を募集する。 

  ・県のコーディネーター研修で 7/22 に代表として発表する。 

 
８ 中学生ボランティア依頼状況（依頼があったものを記載）                                

月 日 曜 行事名 主催団体 参加者数  活動内容 

８ 

 

３ 

 

土 

 

蛭間コミュニティ 

盆踊り 

蛭間校区 
コミュニティ 

24名 

 

 

 

８ 

 

 

３ 

 

 

土 

 

 

高台寺小学校区夏祭り 

 

 

高台寺校区 
コミュニティ

連絡協議会 

30名弱 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

19 

 

末 

土 

 

 

神守防災フェスティバ

ル 

秋祭り 

 

 

神守子ども園 

 

 

 

 

 

 

 

９ 実行委員会の今後の予定（以下の日程で）                            

月 第2火  実行委員会（豆ボラ神守主催） 津島市協働本部主催関係行事 

 ７  ９火 第２回実行委員会19:00～ 7/18第1回地域コーデ情報交換会 

 ９ １２木 第３回実行委員会19:00～  

１１ １２火 第４回実行委員会19:00～ 11/ 第2回地域コーデ情報交換会 

 １ １４火 第５回実行委員会19:00～  

 ３ １０火 第６回実行委員会19:00～ 3/  第２回地域教育協議会 

 


