
 

※名称は 「三浦の子どもを育てる会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           ※必要があれば、２つに分かれて活動も可 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

教育計画 

《教育課程》作成 

実施 

                  

《地域代表＋学校》           《学校》          《地域・保護者・学校》 

(理事会)                      

 

 

 

Ｈ３０年度の活動計画の提案 

◎＜大きな事業＞ 

１， 三浦小校区一斉防災訓練（避難所運営・引き渡し・学校再

開などのシュミレーション） 10 月 20 日(土) 
（防災参観日を兼ねる ＡＭ；参観日 ＰＭ；地区と合同の訓練 ） 

２， 三世代交流行事 11 月 17 日（土） 
＜もっとも重要な活動として大切にしていきたい＞ 

◎その他についても引き続きご協力をお願いしたい 

○三浦の夏祭り（生華園とともに） 7 月 15 日（日） 

・・・夏祭りを引き続き 

  ○学校支援ボランティアを充実したい 

  ・草刈り ・図書など整理 ・安全見守り  など 
○農業体験の支援 ○子ども会の球技の支援 

○その他のゲストティーチャーの支援 

   （防災・道徳・人権・総合・生活科などでも要請させていただくかも） 

○お花の支援（日々の花、毎月の花、卒業式の花 など） 

○読み聞かせボランティア 

☆生華園との交流は「三浦ならではの、三浦でしかできない、人づくりのための取り組み」 

・・・・・・みんなの幸せを考える上で、それぞれが関わりあい、理解し合うことの大切さを「地域ぐるみで」学ぶ

体験とできたらよいのではないか 

☆テーマ 「力のある学校づくりを進める」 

☆学校教育目標 

「いつも 笑顔で 元気です！！」 

☆研究課題  

「進んで学ぶ子・心豊かでたくましい子・地域が大好きな子を育成する」 

～ＰＴＣＡで「三浦っ子憲章」を実現する～ 

 

 

コミュニティ理事会 

（学校運営協議会） １３名 

コミュニティ委員会 

・地域    

・保護者  

・教員    

・保育所長 

文化・自然・環境コミュニティ 

＜伝統文化・体験・環境＞ 

笑顔・絆づくりコミュニティ 

＜福祉・健康・安全・食育＞ 

その他 地域の応援団の方々 
 

理事を含めた

全員が所属 

こんな活動 

したいねえ 

なかなかええ

子らあやね。 

僕らの学校っ

てすごいね！ 

三浦の子どもにはこ

んながあったらどう？ 

ボランティアの参加 

Ｈ３０コミュニティスクール（ＣＳ）通信１ 

お家の庭から声かけをしてくだ

さるだけでも見守りになりま

す。＜三浦みまもり隊＞ 



平成 30 年度 三浦小学校「三浦の子どもを育てる会（コミュニティ委員会・理事会）」名簿 

                    ※ＣＳ（コミュニティ・スクール の略）  ４月 改訂 

 

               （◇会 理事会会長 ◇副 理事会副会長 ◆理事会理事） 

№ 氏名 男女 勤務先・職名 所在地等 

１ 

◇会 山沖 幸喜 男 出口区長 出口 

２ 

◇副 野並 誠路 男 田野浦区長 田野浦 

３ ◆福井 正一 男 出口児童民生委員 出口 

４ ◆浜口 修行 男 田野浦児童民生委員 田野浦 

５ ◆濱村 博 男 町会議員 出口 

６ ◆亀沢 徳昭 男 地域有識者 田野浦 

７ ◆金子 章一 男 生華園園長 生華園 

８ ◆松岡由希子 女 南部保育所長 南部保育所 

９ ◆柿内 弘行 男 田野浦老人クラブ会長 田野浦 

10 ◆吉尾 正市 男 田野浦老人クラブ会長 田野浦 

11 ◆吉福 猛 男 出口会計 出口 

12 ◆浜村 美香 女 あったかふれあいセンター 出口 

13 ◆伊藝 憲昭 男 ＰＴＡ会長 出口 

14 吉尾 隆弘 男 ＰＴＡ副会長 田野浦 

15 野村 和江 女 ＰＴＡ副会長 田野浦 

16 田中 比奈子 女 １年学級委員 田野浦 

17 野並 一平 男 ２年学級委員 田野浦 

18 松本 涼子 女 ３年学級委員 田野浦 

19 水野 智美 女 ４年学級委員 田野浦 

20 深木 貴子 女 ５年学級委員 田野浦 

21 金子 磨美 女 ６年学級委員 出口 

22 大城 卓也 男 子ども会会長 田野浦 

23 ◆布 正人＜事務局＞ 男 校長 三浦小 

24 宮村 明彦 男 教頭 三浦小 

25 曽根 潤子 女 ＣＳ担当 三浦小 

26 近澤 来未 女 学校事務 三浦小 

  ☆ＣＳ応援団 

１ 山沖 操 女 地域有識者（農業・食育） 出口 

２ 山沖 素子 女 読書ボランティア 出口 

３ 金子 繁昌  男 地域有識者（安全見守り） 出口 

４ 金子 愛水 女 地域有識者（農業・食育） 出口 

 

《みんなで｢三浦っ⼦憲章」を実現できる児童を育成》 

んなでつくる 三浦の未来 

  

つくしい人の心をうけつごう 

 

ッキーは努力の後にやってくる 

 

こそう自然 三浦らしさをいつまでも 

 

      まったら 相談しよう まわりの人に 

 

のひともあいさつかわす 地域にしよう  

 

っているみんなの命 守ろうよ        

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

み 

う 

ら 

も 

ど 

こ 

の 

みんなを笑顔にする 

学校・地域にしたい！ 

コミュニティ委員会 


