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『利他共生』～ for you and with you ～    

一宮市立浅井中学校 校長 金澤 竜也 

今年４月、お隣の西成中学校から転任してまいりました金澤竜也です。よろしくお願いいたします。 

また、地域の皆さま方におかれましては、日ごろから本校の教育活動に対して格別なご理解、ご協力

を賜り、誠にありがとうございます。 

浅井中学校では、『利他共生』～ for you and with you ～を目標に

掲げて教育活動を進めています。『利他』は誰かのために自分を生かすこと、

力を貸すこと。『共生』は共に生きることです。仲間との絆を強くし、お互

いを尊重して認め合い、助け合い、決していじめなどのない居心地のよい

学校を目指しています。また、生徒指導の基本は「凡事徹底」と捉えて、

当たり前のことを当たり前に取り組むことができる生徒の育成に向けて、     金澤校長
       

教育学者の森信三先生の教えでもある「時を守り、場を清め、礼を尽くす」を柱として指導を行って

います。例えば、「時間を守る」「授業を大切にする」「清掃などの当番や係活動にしっかり取り組む」

「礼儀正しく行動する」ということです。しかし、これらの目標を達成するためには、学校と家庭、

地域との連携が大切であると考えます。今後とも、本校の教育活動にご理解、ご協力を賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

本校では、4 月 22 日(木)に授業参観（担任による道

徳科）、PTA 総会（書面議決）、学年懇談会を開催いた

しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため制

限のある中でしたが、新年度のスタートに際して、保護

者の皆さまに学校の様子や担当職員の姿を見ていただ

くことができました。当日は大変多くの保護者の方にお

越しいただき、あらためて学校教育への期待や関心の高

さを実感いたしました。これからも、学校ウェブサイト

や各種たより等を通じて、保護者や地域の皆さんへ積極

的に情報発信を続け、信頼される学校づくりに努めてまいりたいと思います。 

 

令和 3 年度地域づくり協議会期首総合会議 

 4 月 22 日(木)に令和 3 年度地域づくり協議会の総会 

が、浅井公民館の大会議室で開催されました。今年度の 

組織及び事業の取り組み方針の説明に続き、各部より活 

動内容の発表後、専門部会を開催し各部会員の役割・今 

年度の活動について協議しました。その後、令和 3 年度 

防災訓練の全体会議を開催しました。 

 新型コロナウイルス蔓延のため、6 月 6 日開催予定 

の防災訓練は延期します 
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相談役 栗本 和徳  H27 連区長 R1･2 会長 

会 長 大野 史郎  H28 連区長 R1･2公民館長 

副会長 岩田 和之  連区長 

副会長 森 起志男  連区公民館長 H29 連区長 

副会長 井上 幹敏  R1 連区長 

理 事 加藤 一代  民生児童委員会長  

理 事 鈴木 敏夫  長寿会長 

理 事 高山幸四郎  H30 連区長 児童育成会長   

理 事 川原  充   R2 連区長 

書 記 野田 史郎  H28 町会長 

会 計 大島 真二  副連区長 

監 事 長屋 光紀  副連区長 

 

健全育成部会 学習運動部会 企画広報部会 

福祉健康部会 地域振興部会 

  長屋 光紀、大島 真二、宮﨑 良樹、伊藤　紘（町会長会）       

  井上 幹敏、山口 賢治、細川 孝夫、堀場 学（町会長OB）   

  金澤 竜也（中学校長 ）    森 陽子（中学校学校運営協）　内田 泰潤徳（長寿会）

  林 重男（保護司会）    安藤 美知子（赤十字奉仕団浅井分団）   安藤 克己（消防団浅井分団）

                               ※交通安全推進事業、地域防犯活動推進事業、資源回収推進事業

 浅野 みどり（民生児童委員）   中井 祥二（町会長会）        鈴木 敏夫（長寿会長）

 髙嶋 進 （G・Gクラブ）　　   佐藤 勇二（ゲートボール） 伊藤 之一（南小学校長）

 粟野 和利（南小学校運営協）　小島 基弘（遺族会）　        六浦 政明（保護司会）

 松本 良祐（人権擁護委員）　　山本 宗孝（支援センターアウン）

※敬老会事業、見守りネットワーク事業、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
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 川原 充、 脇田 昇治、鹿島 敏夫（公民館）

 住友 正武（長寿会）        森 雅英（ソフトボール同好会)

 森島 秀雄（浅井剣友会 ） 森 幸市（G・Gクラブ）   坂井田 幸雄（ゲートボール）

 高木 千豊（中小学校長）  渡邉 哲也（中小学校運営協）

※公民館活動事業

 堀 一吉（児童育成協議会）       尾関 正幸（町会長会）        小塩 髙義（北小学校運営協）

 梶浦 五月（児童館館長代理）    太田 暢子（北小学校長）    市川　あゆみ（北小PTA会長）

中野　紗佳（中学校PTA会長）   高橋 広敏（スポーツ推進委員)

※学校外活動推進事業

協議会活動の企画と地域情報の収集・発信

 尾関 克彦、田代 良夫（公民館OB）      蟹井 明 （町会長会）                     

 佐々木 秀人、岩田 喜七、酒井 廣道（公民館、市ＡＶ技術者の会浅井支部）    

 川路 尚子(児童育成協議会）　栗本 和徳（相談役）  大野 史郎（会長）

部会長　野田　史郎

学習運動部会

部会長　森　起志男

10名

健全育成部会
学校・家庭・地域の連携による児童及び青少年の健全育成に関する事業の推進

部会長　高山幸四郎

9名

部会長　岩田　和之

企画広報部会

15名

世代を超えた住民のふれあいと地域福祉の推進

福祉健康部会

部会長　加藤　一代

12名

楽しく集う学習文化活動と活気あふれる運動交流活動の推進

役員会

令和３年度浅井町地域づくり協議会組織図

11名

＜部会＞ ＜構　成　団　体＞

安全・安心なまちづくりと地域の特性を生かし地域を発展させる事業の推進

地域振興部会顧 問
浅井 俊彦

服部 修寛

相談役
栗本 和徳

会 長 大野 史郎
副会長 岩田 和之
副会長 森 起志男
副会長 井上 幹敏
理 事 加藤 一代

理 事 鈴木 敏夫
理 事 高山幸四郎
理 事 川原 充
書 記 野田 史郎
会 計 大島 真二
監 事 長屋 光紀
事務局 福永 直人
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川原理事 野田書記 
鈴木理事 長屋監事 大島会計 高山理事 

 

浅井町地域づくり協議会 

専門部会 

令和 3 年度地域づくり協議会役員 


