
	 	 	 平成 28年度 10月代表者会議	 議事録 
 
日	 	 	 時：平成 28年 10月 12日(水)	 19時～ 
場	 	 	 所：:浜岳中学校	 図書室 
参	 加	 者：出席名簿参照 
議事録担当：乾 
配布資料	 ：次第、第 14回文化祭(平工祭)の開催について、 
	 	 	 	 	 	 第 19回神奈川県産業教育フェア、向こう三軒両隣一落語に聞く庶民の心意気、 
	 	 	 	 	 	 自転車安全教室	 実地計画書(案)、自転車安全教室	 実地計画(案)、 
	 	 	 	 	 	 会則改定案(2,7,8条)、浜岳中学校広報誌 
 
１．各団体、情報交換 
 
浜岳中	 添田校長…今日は本校図書室が会場。図書司書と図書ボラが整備している。秋のイメ

ージのインテリアとなっている。7月までの図書室の利用が既に昨年度の 2倍になっている。 
本日から 2学期始業式。生徒は落ち着いた状態。10月 28日文化発表会、年明けには合唱コン
クールが開催予定。学校行こう週間にはぜひ様子を見にお越しください。 
 
花水小	 目黒校長…10月 1日花水小 70回開校記念日。9月 28日児童会中心に開校を祝う会
を開催。瀬谷花自連会長より昔の花水小の話をしてもらった。子どもたちが一番びっくりした

内容は「学校はどこからも入れた」に「えーっ」の声があがった。「給食は粉ミルクがでた」

等思い出の会にもなった。10月 17日から 21日学校へ行こう週間、21日(金)４，５年生の音
楽会あり。明日から 2学期始まる。 
 
なでしこ小	 松原校長…9月に 6年生清里自然宿泊体験 1泊 2日で行った。ナイトハイクが好
評。明日から 2学期、秋の遠足、10月校内音楽会始まる。なでしこ小開校 40周年お祝いをし
た。10月 8日に航空写真を撮った。 
 
平工科高	 校長代理…ソーラーカーレースで高校部門７連覇、一般部門 8連覇の快挙。これか
ら学校説明会や 10月 29日、30日文化祭を開催。車検の簡単な仕方などいろんな内容を用意
している。(別紙参照)11 月 12 日 13 日そごうにて産業教育フェアがあり、様々なプチ体験が
できる。(青紙参照) 
 
花自連	 瀬谷会長…花水地区団体長連合協議会(花団連)のホームページを作る予定。なでしこ
地区にはあるので同じようなものを作りたい。地区レクに関しては公民館からお話する。 
 
花水民児協	 小原会長…定員 404名中 18名欠員あり、なり手が少ないので、75歳の年齢制限
が無くなった。5月 12日民生委員制度ができて 100年になる。金融恐慌の時代に救貧制度と
してできたもの。来年大きなイベントを行う予定。今月から、一般遺児(父母どちらか亡くな
る)、交通遺児を調査し、援助金制度があるので実行中。来週 17 日(月)子育てサロンで「手作



りおもちゃ」開催。 
 
少年補導員	 坂尻…本日横浜にて補導員大会あり。本日自転車教室の打ち合わせのため参加。

ららぽーとは営業時間長い、今年末から見回りあり。 
 
青少年補導員	 乾…11月 7日(月)研修。横浜いずみ学園と横浜向陽学園に見学と説明会り。ら
らぽーとのパトロールも今後実施する予定。 
 
花水公民館	 山本主事…地区レク当日は雨天バージョンで行った。滞りなく終了できた。公民

館行事として、囲碁ボール、落語など開催あり。 
 
なでしこ公民館	 高橋主事…10 月 2 日地区レクちょうど良い気候に恵まれた。10 月 25 日か
ら一週間、本庁舎でプチなでしこの様子を掲示。12月 15日花水、なでしこ公民館共催の渡辺
監督のお話が中央公民館である。 
 
花水青指	 福田…HLC の会長等改選が 7 月に行われた。9 月から新メンバーの元活動。今ま
で会長は高校生だったが、今回は中２生。また今年度の青指も２/３新規で不慣れなメンバー
で活動中。しっかりとした組織づくりと会則の見直しを図る。 
 
なでしこ青指	 吉澤…HLC に協力をし、定例会にも参加。中学生のボランティア活動は部活
があるので定例会もなかなか出られず、活動が大変。中３生は受験なので難しくなってる。ネ

ットの活動は楽しいとわかってもらいたい。 
 
HLCOB	 石川…今までの会長が高３生だったが、今回中２生になったので、OB としてサポ
ートしたい。地域の方々もサポートをお願いしたい。 
 
花子連	 会長…今年度花子連４名で活動中。大きなイベントもあり、来年度引き継いでくれる

人がいるか心配。花水小は 1000人以上児童いるが、単子が３つしかない。 
 
なでしこ子連	 会長…9月なでしこオリンピックに 50名参加。10月後半からドッジボール大
会に向けての練習が始まる。花子連と練習試合もあり。 
 
なでしこ花水児童クラブ	 …昨日今日と秋休みなので、昨日は湘南平まで芋掘りに行った。1
年生が多いので歩くのが大変かと思ったが、楽しく秋を見つけられた。夏休みに福祉村に参加

したので、来年も参加したい。 
 
花水体振	 …特に無し 
 
なでしこ体振…10 月 2 日なでしこ小で地区レク開催。暖かかった。参加者の少ない自治会は
２つを合併し自治会対抗を行った。昨年度より参加者増加。 
 



花水社協…10月 23日に福祉まつり開催。 
 
２．事前確認 
	  

日	 時：10月 16日(日)14時から 16時(受付 13時 30分、役員集合 13時) 
場	 所：花水公民館 2階ホール 
内	 容：社会を明るくする運動【桂やまと落語会】 
主	 催：浜岳地区地域教育力ネットワーク協議会 
共	 催：花水地区社会福祉協議会、花水地区青少年指導員、保護司、花水公民館 

	 	 予	 算：53000円(社協 30000円、青指 10000円、ﾈｯﾄﾜｰｸ 13000円+チラシ代) 
告	 知：花水公民館だより、チラシ 1000枚配布(代表者会議、学校経由) 
定	 員：先着 100名 
参加費：無料 
 
社会を明るくする運動とは、昔は社会復帰のため、今は地域と連携をして子どもを守るた	 	 	 	 	 	 	 	  
めの運動となった。 
落語の内容は、江戸時代の庶民のくらしから地域の連携を学ぶ。 
 
舞台作りは男性陣必要なので、13時に集まって欲しい。 
司会は HLC高校生 2人にお願いをする。 
公民館用意(赤い毛氈、CD、控室) 

 
３．事業計画 
 

日時：11月 12日(土)	 14時開催 
場所：花水小学校	 運動場、体育室 
内容：自転車安全教室 
別紙参照、書き加えたもののみ下記記載 
信号標識等運搬(坂尻) 
ラインカー拝借(丸屋、西條) 
テント張り(全員) 
司会(井上) 
飲み物用意(本田、稲毛) 
花水小児童受付(花水小 PTA) 
なでしこ小児童受付と移動(井上、なでしこ小 PTA２～３人、校長先生) 
開会挨拶(西條) 
実習担当(小川、田原) 
講義担当(乾) 
閉会挨拶(本田) 
お茶お菓子配布(女性) 
 



４．事業報告	  
 
①講談社【おはなしキャラバン隊】(小川)	  
4月 23日(土)	 花水小体育室とプール前に移動図書車配置 
移動図書車前に敷物を敷き、好きな本を読める時間あり。 
体育室に移動して、絵本読み聞かせや紙芝居あり。 
参加者 84名、スタッフ 18名 
詳しくは４月議事録の報告書参照 
 
②講演会【ヒマラヤから学んだこと】(井上) 
7月 9日(土)	 花水小体育室 
なでしこ小の江田先生を講師にお迎えした。 
参加者 96名でスタッフ入れて 110名ほど参加者がいた。 
山登りの恰好をしてきてもらい、実際どんな装備で行くのか現物を見ながら解説をしてもらっ

た。 
 
③【楽しい科学教室】(乾) 
8月 25日(木)	 花水公民館 2階ホール 
花水、なでしこ学区お住いの小学生対象、申し込み 180名あり、抽選し当日参加 66名。 
機器を使って観察や体験のほか、手作りコーナーあり。 
人気のイベントなので、続けていけたらと思う。 
別紙報告書参照 
 
④【相州だるま絵付け体験教室】(丸屋) 
9月 24日(土)	 花水公民館 2階ホール 
浜岳中学校区の中学生対象 
参加者 19名 
白いだるまに水性の絵具で色付け。1色描いたらドライヤーで乾かすの作業を繰り返して色付
けをする。 
浜岳ネットだるまが公民館に置いてありますので、ご覧ください。 
５．会員規程変更について 
 
慶弔金細則→弔金細則 
次回 11月 9日手直しして出すので、再チェックする。2月 8日がチェック最終日。 
 
６．次年度事業案募集と次年度事務局役員募集方法について 
 
西條…子どもの目線のためのネットワークなので、なにか企画があれば欲しい。 
	 	 	 広く浅くお手伝いできるようにしたいので、自治会等にも参加していただけると助かる。 
 
井上…中学生の参加は難しいけど、だるま参加者３名から 19名に増やしたので、中学生が参 



	 	 	 加できる事業を増やしていきたい。 
	 	 	 中学生向け、小学生向けを作っていきたい。 
	 	 	 計画に反映できたら良いと思う。 
 
瀬谷…これはいつも続けていきたいというものは残しても良い。 
	 	 	 12月 7日代表者会議までに各代表の会で話してきてください。 
 
福田…花水公民館共催のネットワークのイベントは参加人数多い。 
	 	 	 科学教室も続けて、人数が多くても OKなものを開催したい。 
 
次回代表者会議	 	 平成 28年 12月 7日(水)	 19時から	 花水公民館１階会議室 
次回事務局会	 	 	 平成 28年 11月 9日(水)	 19時から	 花水公民館 1階会議室 

 
 
 
 

 
 


