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本号の内容本号の内容本号の内容本号の内容     ○巻頭言：宮崎稔会長 「２００７融合フォーラム島根大会に向けて」 １ ｢第１１回融合フォーラムｉｎ島根｣最終案 ２ 設立１０周年記念ミニフォーラム情報 ３ 通信による総会の案内  ※島根フォーラムに参加できない方は、紙上およびホームページでの参加・意思表示ができます。※印刷物会員は、同封の葉書で返送してください。 ※メール会員は、ホームページから返信してください。  ４ その他 ○融合研相談役庄子平弥さんがご逝去されました。「融合研設立の契機となった１１年前の 宮崎会長との出会」いを紹介します。（農文協記事より転載） ○融合研創立１０周年記念誌の発行について ①原稿募集 ②有償発行について ○会員継続の更新について ※手続き完了日は島根大会までです。 ○２００９年度以降のフォーラム開催の立候補を受け付けます。  
    

    巻巻巻巻    頭頭頭頭    言言言言    かんかんかんかん            ２００７融合フォーラム島根大会に向けて２００７融合フォーラム島根大会に向けて２００７融合フォーラム島根大会に向けて２００７融合フォーラム島根大会に向けて    ～負け組の中のパイの奪い合いに思う～～負け組の中のパイの奪い合いに思う～～負け組の中のパイの奪い合いに思う～～負け組の中のパイの奪い合いに思う～     融合研会長 宮崎稔  ちょうど今、テレビではコムスンの破綻によって厳しい介護を強いられている家庭の状況が報じられています。もちろん不正に同情するつもりはありませんが、今回のことは、その後に起こりうる末端の家庭までをどれほど配慮していたのでしょうか。縦割り行政の日本では、社長の逮捕までを職とする人には、その後のことは考慮する必要がないのかもしれません。それが家族への負担となって表れてしまっているのです。またヘルパー等の職にある人は、介護が必要となっても人間の尊厳を保って生活できるような支援をしたいという高尚な目的で仕事をしていたのでしょう。不正に組みしようと言う考えなどなかったのでしょう。そういう人には、金銭面での不正など考えなくてもすむようにして、介護の目的が充分達成するようなことだけに心を砕けばよいようにすることが行政の役割だろうと思います。苦労するのはいつも末端の国民であるという象徴のような気がします。 先日は、精神科を主とする病院の院長さんと話す機会がありました。彼は「今、病床の少ない中
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小の病院では、法の改正で経営的に成り立たないことで廃院が続いているんですよ。看護士もラクな他の科に行ってしまって集まらないんです。」「だから、障害が重くても家庭で面倒を見てもらうしかないんですよ。地域には、そういう方がどんどん増えているんですよ。」と付け加え、理想としてきた地域医療と現実とのギャップに、涙さえ浮かべていました。 少し前になりますが、車が大好きであるにも拘わらず障害のために運転できないお子さんを持つ方と話したことがあります。「障害は不便ではあっても不幸ではない（乙武洋匡さん）」と言われても、障害者にとっては初めからスタートラインにさえ立てない状況については、凡人の私などは、不幸なのではないかと考えてしまいます。現役時代の私の学校にも、障害児学級（平成１９年度からは、特別支援学級という）がありました。私など、障害があるというそれだけで、もう他の人より幸せになる権利があると考えていろいろな配慮をしてきたつもりでした。  目を教育界に転じてみても同様なことが危惧されています。いま、「財政の立て直し」と「適正規模」という錦の御旗の下に、小さな学校の廃校が音を立てるようなスピードで進んでいます。このままでは小規模校の良さを見直すことさえしないままに、また住民や子ども達の声が聞き入れられることがないままにさらに多くの学校が廃校の憂き目に遭うのではないでしょうか。「スクールバスで通う」ということで、子どもの育ちは保障されるのでしょうか。地域の人の学校への思いや地域の子どもへの思いは聞き届けられるのでしょうか。隣近所で育て合ったコミュニティの役割も必要なくなり、このままでは、「バスでも時間がかかる遠い子は寮生活をするように」ということももっともらしく出てきそうです。さらには家族と離れて暮らしたくないという家庭は、学校のある大きな都市に転居すればいいなどという暴論も全く現実味の無いものではなくなりそうです。そうして、学校は大きな都市だけに存在するようになり、居住の自由さえ実質的に奪われて、やがては村落さえ崩壊していくことにつながりかねない社会になりつつあるということは決して正常ではないと思います。たった一度の政策の失敗のために、財政的に弱い地域を生み出し、そこで残りの少しのパイを奪い合った結果、そのツケが国民のしわ寄せになってさらなる弱者が勝手に切り捨てられ、何百年・何千年続いた集落さえ消え去りかねないという現状を強く憂えます。 人口の少ない交通の不便な所の人ほど、また障害がある人ほど、生きていきやすいように手厚く心を寄せるべきなのではないでしょうか。ところが、弱者と言われる人が住みにくい世の中に、どんどん進んでいってしまっているように思えてなりません。  さて、これまで１０回の融合研のフォーラムは、参加者の交通の便などを考慮して大きな都市で開催され、それなりの成果を挙げてきました。しかし今回は、「参加者数が問題ではない。これからの日本にとって本当に必要なことが語り合える場にしよう。」という役員一同の一致した思いもあり、島根県益田市真砂地区で、しかも１０月に行うことになりました。 この地で行う理由は明白です。地域ぐるみの教育に熱心であるとは言っても過疎地だからです。いつ廃校や集落崩壊に結びつかないとも言えない地域だからです。また１０月なら稲刈り等の作業が一段落しているからです。そういう生活者の視点に立った、現実的な対応で答えを見つけようとするものです。 遠くからの参加者にとっては、本当に不便かも知れません。世界遺産になった岩見銀山をはじめとして名所や見所がたくさんある地域であるにも関わらず、翌日の勤務のためにすぐに帰らなければならず残念な思いをする人も多いでしょう。でも、魅力イッパイ・見所満載のこのフォーラムが大きな成果を挙げる事ができますように、多くの会員が参加されることを希望します。 
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第１１回融合フォーラムin島根」（最終案）  
第１１回融合フォーラム第１１回融合フォーラム第１１回融合フォーラム第１１回融合フォーラム ININININ しまねしまねしまねしまね 

融合研創立１０周年記念事業⑨ 

開催の趣旨  平成１１年、島根県で地域教育コーディネーター制度が立ち上げられ、綺羅星７での「学社融合」も同時にスタートしました。その間、多くの地域で、そして全ての学校でさまざまな実践が行われてきました。学校という施設へ、そして授業の中に数多くのボランティアが自然に、そして当たり前のこととして出入りするようになりました。そうした実践の中から私たち綺羅星人は多くのことを学んできました。   ①学校だけでなく、幼稚園や保育園でも融合の発想は必要ではないかということ。  ②様々な支援を必要とする子ども達の成長にとって、融合の発想はより重要なのではないかということ。  そして、  ③働くお母さん達にとって、いつも仕事で忙しいお父さん達にとっても、そして仕事をリタイアした高齢者にとっても融合の発想は今以上に元気な綺羅星人になるために、そして今以上に輝く綺羅星になるために重要なのではないかということを。 「子ども達のために協働で！」という視点でスタートした「学社融合」でした。もちろん今でもそうした視点を大切にした実践が積み上げられています。しかし、綺羅星の「学社融合」は、当然のことながら子ども達のためだけであってはならないのです。    大都市での少子化は、空き教室の創出につながるのでしょう。しかし、綺羅星のような地方にあっては、即廃校という課題に直面することになるのです。学校がなくなるという現実を突きつけられ時、ただ郷愁にひたるだけの地域になるのか、そこから立ち上がろうとする地域をつくるのか・・・。綺羅星は後者を選択したいと思います。学校は子ども達のものだけではありません。 ですから、学校に関わり、子ども達に関わることで、ますます元気でハッピーな綺羅星づくりのための「学社融合」でなければならないのです。そんな地方の町の元気な地域づくりに視点をおいた「学社融合」について、学び、実践するために、益田市の「へそ」であり、また、そうした地域づくりのためのさまざまな実践が展開されている「真砂地区」において本大会を開催します。 
 

 

 主 催 学校と地域の融合教育研究会 子どもフォーラムＩＮ綺羅星７実行委員会 島根県ことばを育む親の会 後 援 島根県教育委員会 益田市教育員会 津和野町教育委員会 吉賀町教育委員会 さわやか福祉財団 こども環境学会 日本青年奉仕協会 農文協 各新聞社 （申請中） 日 時 2007200720072007 年年年年１０月２７日（土）１３：３０～１０月２７日（土）１３：３０～１０月２７日（土）１３：３０～１０月２７日（土）１３：３０～    １０月２８日（日）１０月２８日（日）１０月２８日（日）１０月２８日（日）    １２：００１２：００１２：００１２：００ 会 場 益田市立真砂小学校・真砂中学校益田市立真砂小学校・真砂中学校益田市立真砂小学校・真砂中学校益田市立真砂小学校・真砂中学校    他周辺施設他周辺施設他周辺施設他周辺施設((((益田市波田町イ 266-1)))) テーマ きっときっときっときっと    子ども達のために子ども達のために子ども達のために子ども達のために    きっときっときっときっと    もっともっともっともっと    あなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのために ～子どもがいるから学校がある 学校があるから地域も元気になる！～ 会 費 融合研会員   一般の方 1,000 円 ／ 学生の方 500 円 非会員      一般の方 2,000 円 ／ 学生の方 1,000 円 
 懇親会費 一律 3,000 円 宿泊 民泊 3,000 円(朝食付き・先着 30 名)     旅館 6,300 円(みよしや・朝食付き) フォーラム当日、会員になられる方は会員料金の適用となります。   



4/24 

日程  12:30～ 受付受付受付受付 13:30-13:45 オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー  真砂小学校講堂   学校と地域の融合教育研究会会長あいさつ   子どもフォーラム実行委員長あいさつ 13:45-14:25 基調提案基調提案基調提案基調提案  真砂小学校講堂   「真砂の地域づくりと学社融合！」  寺戸  一朗                             真砂地区振興センター主任主事 14:45-17:00 分科会分科会分科会分科会  各会場  第１分科会  「就学前の子ども＆親の分科会」       テーマ：「子どもと親と地域について語ろう！  ～就学前の子どもの姿から～」   コーディネーター 山本 健慈  （和歌山大学教授）       実践発表 吉田  譲 （吉田保育所保護者会長）          岩本 隆美 （神田保育園ファミリー会長）          市原 悟子 （アトム共同保育園園長） 第２分科会  コーディー制度を振り返る分科会        テーマ：「島根の学社融合について語ろう！  ～これまでとこれから～」   コーディネーター 宮崎  稔 （融合研会長）          登壇者 藤原 義満 （島根県教育委員会教育長） 交渉中         浜田 満明 （元島根県教育庁生涯学習課長補佐）          澤江  健 （津和野町教育委員会地域教育コーディネーター） 第３分科会  学校の地域における役割を考える分科会      テーマ：「みんなの学校、これからの学校！」   コーディネーター 岸  裕司 （融合研副会長）         登壇者 若松 進一 （元双海町教育委員会教育長）         矢野 大和 （元佐伯市観光大使）         油谷 雅次 （融合研副会長） 第４分科会  地域子ども教室の分科会      テーマ：「子どもと大人、大人と大人の素敵な出会いの場～子ども教室から生まれ、         広がる、感動物語～」   コーディネーター  越田 幸洋 （融合研会員）         実践発表 わいわいパーク黒松  今野久美子（融合研会員 仙台市）          西益田ボランティアハウス（益田市）          つわぶきわくわく広場（津和野町） 第５分科会  支援の必要な子どもの分科会      テーマ：「学校や地域で自分らしく生活するために大人は何を支援していくのか」   コーディネーター  野澤 令照  （融合研副会長）       実践発表 八峠 なつみ（鳥取県） 今岡 克己（島根県）          加藤  碩（山口県） 水永 隆司（広島県）  池上 敬子（岡山県） 

1 日目 (10/27) 

18:00-20:00 
語ろう、つながろう大交流会語ろう、つながろう大交流会語ろう、つながろう大交流会語ろう、つながろう大交流会 

  8:45 受付受付受付受付 9:00-11:45 パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション    「地域が育む学校、学校が育む地「地域が育む学校、学校が育む地「地域が育む学校、学校が育む地「地域が育む学校、学校が育む地域！」域！」域！」域！」 コーディネーター  矢吹 正徳 （日本教育新聞社 融合研事務局員） 登壇者  岸  裕司 （秋津コミュニティ顧問 融合研副会長）        若松 進一 （元双海町教育委員会教育長）        木村 泰子 （大阪市立南住吉大空小校長 融合研会員） 11:45-12:00 エンディングセレモニーエンディングセレモニーエンディングセレモニーエンディングセレモニー 11:25-11:45 閉会行事閉会行事閉会行事閉会行事 
2 日目 (10/28) 

12:15～ 融合研総会融合研総会融合研総会融合研総会(融合研会員のみ) 
フォーラム受付フォーラム受付フォーラム受付フォーラム受付にいてにいてにいてにいて (受付締め切りは 2007200720072007 年年年年 10101010 月月月月 20202020 日日日日です) ※事務処理軽減のためできるだけインターネットからお申し込みください。ご協力をお願いいたします。 

受付専用ホームページ   http://www.yu-go.info/new_fm4/ 
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２２２２    設立１０周年記念ミニフォーラム情報設立１０周年記念ミニフォーラム情報設立１０周年記念ミニフォーラム情報設立１０周年記念ミニフォーラム情報    すでに終了した「設立１０周年記念ミニフォーラム」の結果のうち事務局に記録・概要が届いているところについて、前号に引き続いて掲載します。 ※まだ届いていないところについても、「設立１０周年記念事業」の『記念誌』では掲載します。   （１）学校と地域の融合教育研究会創立 10 周年記念事業⑥融合フォーラム in 大阪・大空小 （※この大阪フォーラムの記録は、「１０周年記念誌」にも転載されます） 
ようこそ「みんながつくる学校」へようこそ「みんながつくる学校」へようこそ「みんながつくる学校」へようこそ「みんながつくる学校」へ    １．祝開校１．祝開校１．祝開校１．祝開校!!!!!!!!「みんながつくる学校」「みんながつくる学校」「みんながつくる学校」「みんながつくる学校」     今年はとりわけアツい真夏の大阪に、「みんながつくる学校」が開校されました。大阪市立南住吉大空小学校の校舎を借りた、融合フォーラム in 大阪です。実際の学校、大空小を会場としたことによって、大空小の教職員・子どもたち・地域の方がたくさん参加してくれました。「みんながつくる学校」というバーチャルな学校と、大空小という現実の学校の実践がハーモニーを奏でるフォーラムの開催です。  ２．２．２．２．「学校」生活の報告――修了証書が授与されるまで「学校」生活の報告――修了証書が授与されるまで「学校」生活の報告――修了証書が授与されるまで「学校」生活の報告――修了証書が授与されるまで     管理作業員さん（油谷雅次さん）の鳴らす鐘の音を合図に、まずは「昼なのに朝会」です。榎谷佳純校長先生の話を皮切りに、この 1 日限りの学校生活がスタートしました。授業は 4 時限。半袖半ズボン姿の日直さん（竹田以和生さん）の司会にしたがって、すすんでいきます。               <初めて会った子どもたちから歌を教わる筆者(↓↓↓↓写真中央)>  1 時限目は、「大空科－大空の子どもたちのハーモニー」と称した音楽の時間です。ここで“先生”となってくれたのは、現役の小学生です。まず“先生”方のすばらしい合唱を聴かせてもらった後、グループに別れて「この地球（ほし）の友だちだから」という歌を少人数指導していただきました。その甲斐あって、大きな“生徒”たちは、見事にその成果を披露し合うことができました。 しかも、みんなはやく披露したくて、我先にと手を挙げるといった有様。教室中が熱気につつまれた時間でした。ただ、“先生”のおひとりは、「大人を教えるのは難しい」とおっしゃっておられましたが。  そんな高いテンションの中、2 時限目「大空科－地域の学校（大空小学校）」という、大空小の教職員のみなさんによる大空小の紹介がおこなわれました。「吉本風」におこなわれた学校紹介では、教師だけでなく、事務職員さん、管理作業員さんといった方々や、授業に関わる地域の方、学校の周りをパトロールする地域の方（「パトレンジャー」）、読み聞かせをする地域の方、そして学校ボランティアの大学生が紹介され、大空小という学校が多くの方々の存在によってかたちづくられていることを、目の当たりにできました。と、同時に、大空小学校という「箱」が、こういう人たちの手にかかって、すごくステキに輝いて見えるようになることを、改めて感じました。  そして 3 時限目。次は、学校区を超え出て、大空小のとなりの学校、山之内小学校による山之内科です。前半は、山之内小校区の地域の方（稲川ふみさん＝はぐくみネット・コーディネーター）指導による「わくわく体操」でエキサイトした後、山之内小校長の長谷川和宏さんによるしっとりとしたお話と風船を使ったレクリエーションをしました。風船の中に日頃のイヤなことを詰め込んで詰め込んでツメコンデ、、、最後に乗っかって割ってやりました。  最後 4 時限目は、融合研会長の宮崎稔さんによる「Mr.ビーン科ぁ(??)」です。みんな会長の顔をまじまじと見つめながら「校長から見た『学校と地域の融合』の教育力」と題したお話を聞きました。学社融合の成果やポイントなど、鋭く具体的な指摘のもと、「学社融合」について改めて考えさせられました。  こうして、4 時限の授業が終わり、最後は「終わりの会」です。各自修了証書を手に、とびっきり心に残ったことをひとつ発表しました。修了証書には、書道家さんによる達筆で「ありがとうございました」の文字。参加
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者も心に残ったことを発表するとともに「ありがとう」と言います。アリガトウということばが飛び交った終わりの会でした。そして、管理作業員姿の油谷さんによる閉校のあいさつで、幕を閉じました。（ただし、この後、「融合居酒屋」で再び大盛り上がりしたことは言うまでもありません。）  ３．融合フォーラム３．融合フォーラム３．融合フォーラム３．融合フォーラム inininin 大阪――模擬体験としての学社融合大阪――模擬体験としての学社融合大阪――模擬体験としての学社融合大阪――模擬体験としての学社融合     今回の「みんながつくる学校」の一番の特徴は、理論だけではなく、実践的なかたちで学社融合を語ったことにあると思います。言い換えると、学社融合のイイトコロがそのまま活かされたようなフォーラムでした。  具体的には、①学校の教職員と地域住民という学社それぞれの立場の人間が集っていた、②誰もが参加できる会だった、③ひとりひとりが主体的に関われる内容だった、④活動が多く盛り込まれ、誰かによって「タダシイ」ことを教えこまれる会でない、⑤多様な人と交流する機会となった、⑥岸裕司副会長がよくおっしゃっている「Win&Win…」の達成、ということなどがあげられます。こうした意味で、学社融合の模擬体験ができたフォーラムであったように思います。  ただし、学社融合とひとことに言っても、これには大別して 2 側面あるように思います。すなわち「子どものためになる学社融合」と「大人のためになる学社融合」です。そして、今回のフォーラムは、特に「大人のためになる学社融合」を体験できたように思います。  さて、こうした学社融合体験によってつくりあげられたのが、今回の「みんながつくる学校」でした。木村泰子校長先生をはじめ大空小の教職員のみなさんによって、まず最初に、場所が用意されました。大阪支部のメンバーを中心にカリキュラムと先生役が決められ、そして当日生徒となる人たちが集まってようやく学校らしくなりました。でもまだ、これで完成したわけではありません。4 時限の授業を通じて個々が学社融合体験できたことによって、はじめて、文字通りの「みんながつくる学校」になったように思います。  こうして、大成功に終わった融合フォーラム in 大阪。だけど、なんでこんなにすんなり「融合」できたのか。。もちろん見知った人間が多かったことや、上記にあげた①～④のような融合の下地が準備されていたこともあるかとは思います。でも、今改めて振り返ってみると、それら以上に、1 時限目の子ども先生方の存在が大きかったのかなと思います。改めて子どものパワーに感嘆するとともに、自分なりに「学社融合」の極意を また少し学べた気がしました。                     （大阪大学大学院・鳥越ゆい子）  ※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。    ①融合研事務局長の宮崎雅子です。 8月 4 日に大阪フォーラム「ようこそ、みんながつくる学校へ」に行ってきました。 会場は、木村校長の「南住吉大空小学校」。開校２年目のぴっかぴっかの学校でした。 でも「ぴっかぴっか」は校舎だけではありませんでした。ここで私たちは、この学校の４時限の授業を受けました。その授業のなかで１時間目は、５、６年生３０人近くが素敵な合唱を聴かせてくれた後に 私たちに音楽の授業をしてくれたのです。歌うことが苦手でうまくリズムに乗れない私には１人の女の子が、つきっきりで「歌」を教えてくれました。とてもうまくなったとは思えなかったのですが最後まで本当に優しく根気よく楽しそうに教えてくれました。 ２時間目は大空小の職員のメッセージの発表。たくさんの担任以外の職員の方達が思いをしっかりとユーモアもまじえて話して下さいました。今までの融合研のフォーラムでこんなにたくさんの子ども達や学校の職員が身近にいたことがあったでしょうか。本当に自然に参加していました。 （この日、この後職員の方々は校庭でのキャンプで大変でしたのに本当にありがとうございました。） ３時間目は、隣の学校の校長先生やコーディネータの方の発表、４時間目はＭｒ．ビーンこと宮崎稔会長の発表でした。最後に終わりの会で修了証書を頂き、ひとり一人の参加者が今日あった出来事で「心に残った言葉」を発表している姿をみながら「融合研」っていいなあって思いました。あっという間の４時間でした。 この大阪フォーラムを準備して下さった皆さん本当にありがとうございました。  ②ユーくんの岸 裕司です。07.8/7 フォーラムの熱気で暑い大阪から、京都の嵐山に遊び帰京しました。雅子事務局長が全体の流れを書きましたので、私は大空小学校の教師集団の発表を書きます。 ・２年から５年目の若手の教師５人が、地域の方々との協働授業をそれぞれに発表しました。 ・お茶クラブ、野菜づくり＝なにわ名産守口大根ほか、遠足、河内音頭、オープン講座（子どもと大人が一緒に学ぶテニス、なんちゃってバンド、ブレイクダンス、ブラスバンドなど、今年は器械体操、囲碁、将棋、お菓
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子づくり、わらべうた、ドビッシー、風船細工、フットサル、ずぼんぼづくり＝大阪に江戸時代から伝わる伝統行事などが加わりました）、「朝の読書（週２回）」には、大阪市独自の施策で養成した「はぐくみネット」の市民３人がお世話をしています。 ・この「はぐくみネット」のお母さんのお一人は、「昨年卒業して今年中学一年生になった男の子から、まちで『読み聞かせてくれたおばちゃんでしょう』と声をかけられたことが、ものすご～くうれしい！」と話していました。 学社融合をすると、こんな風に地域の方々にもメリットが生まれることの見本ですね。  ・たった一人の入学式－－新入学の一年生の一人が、事情があって午前中の入学式に間に合いませんでした。すると、ある教師がいいました。 「いいやん、午後にそのこ一人の入学式をやったらいいやん！」と。 そして、教職員全員参加で「たった一人の入学式」を行いました。写真で見せていただいた、一人の新入生と教職員集団のうれしそうなお顔が印象的でした。 ・「ようこそ！大空の先生」と題する、全１０学級の担任が、抽選でほかの学年・学級の子どもたちに授業をします。もちろん、木村泰子校長もね。 これは、全教職員が全児童を愛するようになるグッドアイデアと思いました。 ・雅子さんが書いている「子どもから教わる歌＝この地球（ほし）の友だちだから」は、私は６年大地組の石田 愛ちゃんに教えてもらい、ルンルンとうるうるしました。ありがとね！ さて、最後の一言の場面で、徳島出身で５年目の沖本先生（女性）は、私にとって教師からはじめて聞く感動のことばをいいました。 「授業を開いて、開かれた学校にもっともっとしていき、全国に広めていきたいです！」と。 私は「授業を開く」ことが、「開かれた学校の状態」とつねずね思っているだけに、いたく感激しました。 あっ、そうそう。 大空小学校誕生の前の近隣の山之内小学校（通称：わくわく小学校）の校長・長谷川和弘さんは、以下の印象的なフレーズをいいました。 「子どもは好きな人からしか学ばない」とね。 では、アディオス！ アミーゴ！  ③大阪の榎谷です。 融合研 10 周年記念⑥「みんながつくる学校」開催にあたりまして、いただきました全国の仲間のみなさんからのお励ましに心から感謝申し上げます。 雅子事務局長、岸副会長と、はやばやとレポートをしていただき、宮崎会長、チャさんともども遠くまで起こしいただきましたことと合わせてお礼申し上げます。 さて、兵庫県三田市から参加いただいた長谷川さんからも感想をいただきましたので、ご紹介させていただきます。（無断でゴメンナサイ） 盛岡、愛媛県松山、島根、三重とつづきますね。10 年間積み重ねたエキスがギュッと溢れてきそうで、とっても楽しみです。なかなか参加できずに申し訳ありませんが、素敵なレポートお願いします。   （２）学校と地域の融合教育研究会創立 10 周年記念事業⑦融合フォーラム in岩手 岩手から@藤尾です。先日開催されたやるーんセミナー実況を送ります。 PPJの MLからの転送になりますので、個人名等融合 ML でご案内の無い方も登場いたしますが、お許しください。盛岡駅西口 アイーナ から セミナーの模様をお伝えいたします。 佐藤佳子さんが進行担当 10:07  自己紹介の真っ最中 10:15   アイスブレーキング   10 のテーブルにわかれ、それぞれ 4～５名でグループを構成  自分の良いところを３つあげながらの自己紹介   「テーブル上のモノで何ができる？」を討議、発表。  各テーブルの上には スーパーのレジ袋や輪ゴム、虫除けスプレーの空き箱、洗濯バサミ、電池、サイコロ、等々 サイコロは耳栓や鼻栓として、使えるらしい。  壁面に張られたワークショップ事例の報告  上田小、土淵中 
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10:30 PPJ 代表 玉山幸芳さん 挨拶 私たちは実践者。それは子供のより良き学びのために。 「小さな実践を大きな愛をもって行うだけです。」というマザーテレサの言葉を紹介。  10:33  熱海アイ子さん 絵本読み効かせ（スライド上映）   『いまはだめ』  子供に話しかけられると「いまはだめ」が口癖の父と母、 子供が怪物を見つけても、「いまはだめ」。 子供は怪物に食べられて、怪物になってしまう。 それでも気がつかない。 怪物に噛み付かれても新聞に夢中な父、夕食をテレビの前に置いてゆく母。 いつもと変わらない夜。  これからもだめか？ 進行／玉山 絵本の感想を紙に書く。そして個人で発表。 10:55 休憩明け ファシリテータは藤沢義栄さん グループ内で役割分担を 進行、記録、計時、運搬、励まし の５つ。 ファシリテータからの指示を受ける、進行係。模造紙、ポストイット、ペンを運ぶ運搬係。 ワークショップの始まり。 課題は「子供をめぐる様々な状況を４つの視点からまとめる」 ４つの視点とは  家庭／学校・教師／地域／行政・教育委員会 ポストイットに書き出す。 11:30 書き出し終了か、グループ内で話がはずむ。  聞くのもワークショップだなあ。  話すときの顔も聞くときの顔もいろいろ。 11:45 各グループをまわり、同感できるコメントにチェックを 11:55 グループにもどり感想を共有。   あちこちで拍手、励まし係奮闘中 12:03 昼食  やるーんセミナーⅡ午後の様子です。PPJの了解を頂いて転送しております 13:00 ゲストスピーチ 「子縁を活かしたコミュニティ育て」 岸裕司さん  学校と地域の融合研究会副会長 学校と地域は「宝の山」モノ、ヒト、コトの「宝庫」。学校と地域からの発信で「まちづくり」を目指したい、との想いから活動をスタート。学校開放（地域から信頼される学校づくり）を推進したい。 い）NHK番組(1999 年)VTR上映：秋津小学校（千葉県）の活動事例紹介 将棋、バドミントン、読み聞かせ、パソコン等の活動を地域住民とともに行う。 岸さんコメント（イ） 番組終了時から 7 年たち、校長を始め教師も入れ替わる。変わらないのは地域の人たち、活動の維持には不可欠。授業にも参加。教師だけでは達成できない授業方法の発見がある。 「まち育て」の機能を学校に付与したい。防災、生涯学習など。３６５日２４時間体制が望ましい。 ろ）番組 VTR紹介：秋津小学校の空き教室の利用事例 校舎の一角をしきり、地域住民に開放。サークル活動等公民館機能を果たす。 校庭には自然観察施設（井戸、田んぼ、親水施設）を恊働でつくってしまった。 岸さんコメント（ロ） 学校は避難所、生活用水のために「井戸を掘ろう」１人２cm を目標に作業開始、延べ１、０００人が参加。地域の給食センターにしよう。お母さんが幼児を連れて、独居者にも利用してもらおう。  そのためには法律も改正しよう。自治体の決断で学校が福祉施設としての機能を獲得できる。 生徒数減は職員数減をもたらすが、敷地・施設は減らない。維持管理の負担増。担い手を地域住民にしよう。学校の安全も獲得できた。地域の自治能力の向上にもつながった。 キッカケは秋津小学校が生涯学習の研究指定校になったこと。指定期間は 3 年、「その後の受け皿をつくらなければ」との想いを実現。総合型地域スポーツクラブを創設。 学校開放の結果、コミュニティルームの利用者から「喜びの声」があるおばあちゃんは子供たちとの交流で「病院通い」が不要に。運営は教職員の負担を増やす結果を招かないことが基本。 は）番組 VTR紹介：週末の秋津小学校（秋津コミュニティ）の様子  ３８のサークル活動。地域の人は誰でも参加可能。年間延べ１万人を超える利用者。 岸さんインタビュー／ 新興住宅地には地縁、血縁もない、あるのは子縁。            子縁をキッカケとしたお父さんの居場所づくりを。 参加者インタビュー／地域の子供は私の宝 子供たちの声／ 「おじちゃんは第 2 のお父さん」「大切なひと」 
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岸さんコメント（ハ） 日本の世帯構成人数の平均は２．４９人。コミュニケーション機会が喪失する時代。子供だけではない、親も教師も様々な家庭環境下の子供と地域の大人たちが「やりたいことだけをする」ために集う学校。お父さんたちも自分の「新しい役割」を見つける。「来週末」が楽しみになる。子供のいないまちは「ゴーストタウン」である。「子育てするなら秋津で」と I ターン、U ターンしてくれるようなまちにしたい。 アンケートの結果：子供たちの自尊感情にも変化が現れてきた。 他地域よりも自尊感情（自分にはどこか優れたところがある／今の自分が好きだ という気持ち）が高い。自分の感情や気持ちを素直に表現できる／友だちが話しているところに気軽に参加できる も高数値。コミュニケーション能力に。 「秋津地区では教師に夜間電話がかかってこない」との教育関係転入者の声、地域の安全性、問題解決能力の高さを表している。地域の人口増も期待できるのでは。 14:34  休憩 14:52 ワークショップ その２ ファシリテータ 藤沢義栄さん 課題「2017 年に向けた 2010 年の岩手の学校の姿を成果物にまとめる」  どんな学校をつくりたいか 3 年後の具体的な姿を描いてみる 実現のためのスケジュールを考えてみる 15:25 休憩  他グループの途中経過も見てみよう。 15:45 ワークショップ再開 グループでのまとめ、プレゼンテーションの準備へ 16:07 ポスターセッション     各グル―プから 2 名が隣のグループに移動しながら、それぞれ 2分間の説明を聞く     ９グループ終了後、説明係交代、他グループの説明を聞いて回る。 「2017 年に向けた 2010 年の岩手の学校の姿」 各グループのキーワード A: 教育と福祉の融合型の学校 脳と体のために高齢者と子供が共に学ぶ B: 学社融合体の岩手の小学校 全県一学区制 C: 放課後子ども教室 スーパースペシャル中学校 D: 共生意識の高い子供を育てる 子供が学びたいことを提案し、フォローする授業 E: 小学校の午前授業化 ビジョンづくりへの子供の参画 F: 学校と地域の恊働推進のしくみづくり 放課後は地域に任せる G: プロジェクト「みんなが先生」 ライフスキルを身につける 親も仲間づくりができる  H: 地域の力を教育に取り入れるのが普通  I:  ライフスキルと哲学を学び自立できる子供、 他人のために幸せを願える子供 J: 学校は楽しい大家族  子供も親も地域の人も皆が行きたくなる場所に 17:00 ふりかえり その１） 1 人に 1 枚の紙を配布、冗談に名前を記入し、隣へ渡す。書いてある名前の人の良いところを記入して、紙をまわす。一回りして本人が「自分の良いところ」を発見、それが今日のご褒美。 その２） 別紙に研修の感想を記入  ファシリテータ藤沢さん コメント ワークショップを通して目標づくり、プランづくりをしてもらいました。実践への意欲が高まったと思います。ファシリテータご苦労様、ありがとうございました。一同拍手。  PPJ 代表 玉山さん挨拶；「学びの場をありがとうございました。いずれは実践の場を。」 ７列の笑顔で集合写真の撮影へ  ※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。    ①岩手の玉山幸芳です。 １８日（土）盛岡で「融合研創立１０周年記念事業⑦やるーんセミナー」が開催されました。各地からわざわざ駆け就けて下さった融合研の皆様、本当に有難う御座いました。皆様の熱い想いに支えられて、和やかな雰囲気のなか、たくさんの学びと気づきを楽しく共有出来ましたことに感謝致します。 「やるーんセミナーⅡ」の様子は＠藤尾さんより皆様に配信差上げておりますが、少しでも臨場感を感じて頂けましたら幸いです。岩手での記念事業は融合研と PPJ（ペアレント・プロジェクト・ジャパン）とのジョイン
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ト開催ということもあり、参加者の皆様の顔ぶれも多様でしたので、それだけ内容の濃い味わいのあるセミナーになったことを参加者の「ふりかえり」を読ませて頂いて感じています（参加された皆様「ふりかえり」は整理できた時点で発信予定です）。また、今回の記念事業は融合研では初めての全編ワークショップ・アプローチ（参加型研修）ということもあり、軽いカルチャーショック感じられた参加者の方もいらしたようでしたが、皆様の笑顔が充実感を物語っていました。皆様、楽しい時間をありがとうございました。 懇親会は笑いと笑顔のうず。ふけゆく夜はあっという間に過ぎていきました。明けて翌日「どんど晴れツワー」。自然に浸り、自然に抱かれてきました。 融合研で遠くから参加された皆様のお名前を紹介させて頂いて、感謝の気持ちに代えさせて頂きます。ユーくん、ちゃさん、小山さん、佐竹さん、常さん、野澤さん、松崎さん、工藤（健）さん、久川さん、宮崎（道）さん、山本さん。またお会いできる日を楽しみにしております。では、どんどはれ！！  ②札幌・久川です。 セミナーの「成果をじっくり咀嚼し」終わり、昨夜帰宅しました。融合フォーラムとは異なる研修にショック＆心地よさをいただきました。 「2017 年への学校の姿」では 「小学校の午前授業化」という案に酔い、「学校のビジョンづくりに子どもたちも参加する」、そうすればこうなると夢が広がりました。 PPJは融合レポートで知ったばかりでしたが、多彩なメンバーとお会いでき大変うれしく感じました。 機会をいただいた岩手の事務局のみなさん、Ｅグループのみなさん、一年ぶりの融合研のみなさん、大変ありがとうございました。  ③佐竹＠秋津です。 私も昨日遅く帰ってきてお礼が遅くなりました。楽しいワークショップと楽しい懇意会をありがとうございました。名前を度忘れしてしまいましたが日本酒がおいしかったデス。 翌日は岸さんに以前書いてもらった息子の正幸の車で八戸観光を楽しんできました。馬渕川沿いの八戸南部氏のを根城（ねじょう）という館跡を発掘・再生した施設をボランティアの方に案内していただき南北朝からの室町時代の東北文化をちょっとだけかじってきました。 愛媛は残念ですがパスさせてもらい、島根ではお会いできるとおもっています。   （３）学校と地域の融合教育研究会創立 10 周年記念事業⑧融合ミニフォーラム in松山 
    ２００７年９月１日（土） 場所；松山市総合コミュニティセンター２階 出席者；１３０名（ＰＴＡ会員・融合研会員・社会教育関係者・行政関係者）  １．開会あいさつ１．開会あいさつ１．開会あいさつ１．開会あいさつ             学社融合フォーラム実行委員長 村上 伸二 ２．大会趣旨説明２．大会趣旨説明２．大会趣旨説明２．大会趣旨説明             学社融合フォーラム事務局   角田 敏郎 ３．沖縄の実践３．沖縄の実践３．沖縄の実践３．沖縄の実践              沖縄国際大学大学院生     永吉 盛繁 氏                      沖縄看護専門学校生      運天 美里 氏 ―那覇商業高等学校の取材ＶＴＲ視聴― ◆「地域ふれあいプロジェクト」 ・ ウォークラリー・勉強会・ホットケーキ作りなど（大学生中心） ・ 次の世代にバトンタッチしてつないでいける活動にしたい。 （経緯）平成１４年４月 識名小学校 ・ ５年前の成人式で逮捕者が出た。 ・ 先輩にやれといわれてやってしまった。（仕事を持っていたがクビになり、自殺） ・ ラジオ体操⇒地元の子どもだけカードにはんこを押して、よその子には「帰りなさい」 ・ 仲間意識があるのはいいが、各中学校同士の縄張り争いが成人式までつながっている ・ 枠を取り払った子ども会のようなものを作れないだろうか。 （現在） ・ 人口移動により地域活動が衰退していっている。 
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（ビジョン） ・ 異年齢交流の活性化と自己啓発の場 ・ 地域コミュニティの創造 ・ 地域外にも視野を広げての活動 ・ 地域活動のパイオニアとして活動 （活動内容） ・ 新年もちつき会（子ども会の発表の場でもある）⇒参加者４６０名、スタッフ５０名 ・ エコチャレンジ・土器作り         ・ レクレーション活動 ・ 黒糖作り⇒講師 元教員          ・ 折り紙教室（識名っ子祭り） ・ 花いっぱいプロジェクト          ・ バルーンアート ・ 他地域との交流              ・ 識名園での撮影会 ・ 夏休み勉強会               ・ 秘密基地作り ・ ハロウィーン仮装パーティー ・ クッキング＆ハイキング⇒みんなで弁当（サンドウィッチ・焼きそば）を作ってからハイキングへ。 （得られたこと） ・ 気軽に声をかけられる           ・世代を超えた交流   ・ 同級生との仲もよくなった。縦だけでなく、横のつながりができた。 ◆ 高校生ボランティア団体「ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ」 ・ チャリティコンサート⇒お金の面で悩んだが、最終的に８０社のスポンサーが参加。  ライブを通して、チャリティーに対しての思いを伝えた（スリランカに移動図書館を贈った）。 ◆ 質疑応答 Ｑ：課題は？  Ａ：引継ぎ（人材集め、団結力）が課題。  Ｑ：学業との両立は？  Ａ：学業以外の活動も大切であると考えて行動している。  Ｑ：行政・個人の賛同者は？  Ａ：成人式の実行委員に入っていたので、行政とのつながりがあった。費用は少年課の課長が予算を取ってくれた。  Ｑ：スタッフの研修はどのように？  Ａ：１泊２日のキャンプ（中・高・大学生）を行い、先輩と後輩の強いつながりができた。    中学生の中に少し非行気味の子もいたが、学校にいくようになったり、活動に喜んで参加してくれている。つながりがつながりを呼んで、他の仲間が集まってきた。  Ｑ：小学校・中学校・ＰＴＡ・先生方のかかわりは？  Ａ：小学校６００名、中学校１８０名    学 校⇒休日返上してまでは、先生方への負担はかけたくない。        施設を借りるためのお願いはしている。    ＰＴＡ⇒もちつき大会への協力、各イベントの手伝い等持ちつ持たれつの関係にある。  ４．実践発表４．実践発表４．実践発表４．実践発表    ◆「おやじが動けば学校が変わる、おやじが動けば地域が変わる」◆「おやじが動けば学校が変わる、おやじが動けば地域が変わる」◆「おやじが動けば学校が変わる、おやじが動けば地域が変わる」◆「おやじが動けば学校が変わる、おやじが動けば地域が変わる」    前桑原中学校ＰＴＡ会長前桑原中学校ＰＴＡ会長前桑原中学校ＰＴＡ会長前桑原中学校ＰＴＡ会長                朝朝朝朝    山山山山    和和和和    孝孝孝孝    氏氏氏氏    （発足の経緯） ・ 学校内での暴力事件で逮捕者が出た⇒わが子を守ってやれるのは「おやじ」しかいない。 （事例１）「あいさつ運動」 ７：３０～８：００登校時に校門前で、目と目を見てあいさつ。 「いやしの環境作り」「花いっぱい運動」  園芸部と協力して活動。 活動は、自分の子どもがいるからではなく、３世代先の孫の世代まで考えた活動でなければならない。地域意見交換会で活動を発表している。 
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（事例２）「淡路あ わ じが峠とう展望台について」 ・ 第１回 防腐剤塗装作業（５０名参加）⇒地域・公民館・教職員・生徒会・おやじの会 桜２本だけ植樹（第２回１００本。第３回２００本）        ・ 第３回 ＰＴＡのブロック事業として 7 校で合同開催。淡路が峠準備委員会を立ち上げ、登山道を作る。桑原まちづくり協議会設立準備会を発足⇒ふるさとを愛する心をもち、自治意識の啓発活動 ⇒ 伝える ⇒ 知ってもらう ⇒ 広げていく  ◆「地域と連携・融合を図る特色ある学校づくり」◆「地域と連携・融合を図る特色ある学校づくり」◆「地域と連携・融合を図る特色ある学校づくり」◆「地域と連携・融合を図る特色ある学校づくり」    松山市立生石小学校松山市立生石小学校松山市立生石小学校松山市立生石小学校                    立立立立    石石石石        康康康康    校長校長校長校長    「ハッピーマンデー」（自由服登校）・・不登校克服対策として３年目 ・ ＰＴＡによる月曜日のみの活動 ・ 子どもを育てる上で ⇒ 学校も得をする・地域も喜ぶ ⇒ 無理ならやめる ・ 地域のコーディネーターによる「カルチャー学級」（月曜日３０分間） ・ 学年の枠をはずして全校児童がやりたいことを行う。（授業では見せない顔を見せる） ・ 小中一貫の活動⇒教職員の限界を補うことができる。 （学社融合の産物とは？） ① 規範意識が生まれる ② 地域の人的文化を豊かにすること ③ 児童に身につけさせたい心と言葉は、遠回りであるが、確かに身についてきた。 ④ 学校（児童・教職員）も得をする、地域も得をする。一挙両得こそ「地域連携・地域融合」であることを実感する。 ◎ 誰かの負担になってはいけない。  ◎ 両方が得をするものにならなくてはならない。  ◆「八坂公民館における実践」―三世代交流キ◆「八坂公民館における実践」―三世代交流キ◆「八坂公民館における実践」―三世代交流キ◆「八坂公民館における実践」―三世代交流キャンプ（ふれあいキャンプｉｎ野村町）－ャンプ（ふれあいキャンプｉｎ野村町）－ャンプ（ふれあいキャンプｉｎ野村町）－ャンプ（ふれあいキャンプｉｎ野村町）－    八坂公民館八坂公民館八坂公民館八坂公民館                                        小笠原小笠原小笠原小笠原    貴久貴久貴久貴久    氏氏氏氏    （八坂校区について） ・ 少子高齢化が進んでいる。 ・ 公民館⇒生涯学習施設になった。 （青少年教育部） 「三世代交流キャンプ」 ・ 遊びで終わっていた。 ・ 従来は、メインテーマ、サブテーマを決めずに活動していたが、平成１８年よりテーマを決めたことにより、大人も子どもも目的を持って参加するようになった。 「ふれあいキャンプｉｎ野村町」 テーマ ～人と自然とふれあう～ （成果） ・ 校区の大人、お年寄りと生活・活動したことで、お世話をしてもらったという一過性のお礼ではなく、深くつながりや広がりを感じてもらえた。 ・ 八坂という地区に住みたい、帰ってきたいと思ってもらいたい。 ・ スタッフも心地よい疲労感と達成感を味わえた。 ―キャンプの様子のスライド視聴― 鮎とり・夕食作り・花火大会・虫とり など （課題） ・ 活動する顔ぶれが同じである。 ・ ＯＢとしても活動できるものの選択。 ・ 派遣社教などをされていた先生方や、現職の先生方の情報交換。 ・ スタッフ募集のために、地域の方へ活動への理解を得るための啓発活動。 ・  ・    
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５．記念シンポジウム５．記念シンポジウム５．記念シンポジウム５．記念シンポジウム    ～実践から今後を探る～「ＰＴＡに期待するもの」 コーディネーター  愛媛大学教育学部准教授         白松 賢  氏 シンポジスト１   元秋津小学校校長            宮崎 稔  氏 シンポジスト２   元糸魚川市立市振小学校ＰＴＡ会長    和泉 裕一 氏 シンポジスト３   厚木市教育委員会社会教育主事      佐々木 徹氏 ◆自己紹介と実践について （宮崎 氏） ・ 融合研１０年の歩みについて ・ 松山市Ｐ連の活動について「子育ち共同体」    学校が動きやすくなるＰＴＡ⇒校長先生よりＰＴＡの方が責任がない。   「小学校での花火大会」～校庭で自分の持ち寄りによる花火大会をしませんか～    「ＰＴＡ会長」「町内会長」など普段行政と顔がつながっている地域の人が責任者になる。 （和泉 氏） ・ １０年間ＰＴＡにかかわっている。 ・ 地域から発信できる活動がある。 「サマーキャンプ」 Ｐ＝ぱっと Ｔ＝たのしく Ａ＝あそびましょう （佐々木 氏） ・ 社会教育主事の仕事    青少年課⇒ジュニアリーダー育成 ・ 平成１４年より「週５日制」    地域活動でなにかできないか ⇒ 子ども「魚つりがしたい」 ⇒  プールで鱒つり（３００匹） ⇒ その場で焼いて食べた ◆松山の実践へのアドバイス ①（白松 氏）  「○○先生がいたから」ではなく「これがしたい」と思ったときに自分たちがどう進め続けていくべきか？ （和泉 氏）   ベースがあることが大事ではないか。 （宮崎 氏）   立ち上げと継続で、理念を曲げないことが大事。「何を」を明確に。   方法に頼ったり、ぶれてはいけない。   「こういう街にしたい」「これをしたい」というロマンを持ち続ける大切さ。 （佐々木 氏）   新しい地区の取り組みで、それぞれの団体が子どもたちを取り合っていた。   情報交換の場として、「家庭教育力」をテーマに、３年間研修を行った。  ②（白松 氏）    何十年も続いた活動をやめることは簡単にできない。  （岸 氏）    「ＰＴＡをやりたくない」「ＰＴＡに期待していない」という人にはどうしていけばよいか。  （和泉 氏） 全校数３０名、少なさが強さになっている。    親の顔が見える活動⇒「子わい会」    何かボールを投げかけてみることが必要  （宮崎 氏）    クレームを言ってくる親がいていい。    ホームページを毎日更新し、教師・子どもの姿を見せる。    ⇒学校に関心をもってくれる人増えた。    学校に来てくれるすべての人が「人材」である。 
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   子ども見守りの腕章    ⇒自分はＰＴＡの一員であるという気持ちになる。無理なくできる活動にする。  （佐々木 氏）    「ＰＴＡ離れ」ではなく「ＰＴＡ場慣れ」になってもらいたい。 ③（白松 先生）    「苦しい部分」に「責任」が生まれる。「苦しい部分」を除くと活動がおもしろくなくなる。    ＯＢのありかた、かかわり方、後継者についてはどのようにしているか？  （和泉 氏）    プランを立てる上でかかわりを広げていく。  （宮崎 氏）    自分の学校のＰＴＡのために役員になったのに、外部機関への参加が多くなっている。    「父と子の園庭キャンプ」⇒地域コミュニティとの触れ合い、次の人材の発見にもなる。 （佐々木 氏）    あて職が多いと、単Ｐへの参加ができなくなる。    ＯＢへは、口出ししないようにお願いしている。    同じ思いを持って、街を作っていっている。 ④（白松 氏）    引継ぎと責任問題はどのようにしているか？  （運天 氏）    未成年なので、責任問題が難しい。  （佐々木 氏）    ジレンマが多いが、若者はすばらしい企画を考えてくれる。最後は「責任」がついてくる。  （和泉 氏）    知的障害者との交流があった。 （宮崎 氏）     「子ども公民館」⇒夏休みに公民館を開放し、子どもの「自分たちだけでやりたい」という気持ちを大切にする。             ここからは大人が介入するというルールをつくっておく。    「子どもの街」 ⇒「子ども会議」で決定し、市長・仕事・生活すべてを子どもが行う。    「不登校の子ども」の心の傷の責任は誰も取ろうとしない。どういう責任の取り方をすれば子どもが活動していけるか考えていく。 （永吉 氏）    スリランカへ義援金をおくりたい、直接自分たちで渡したい、という高校生の思いを、「できない」ではなく、受け入れて話を聞いてあげてほしい。    「よそ者、若者、ばか者」⇒地域を変える３つの「者」  ６．まとめのお話    ＰＴＡ発信の学社融合として、これからも発展していって欲しい。    松山市ＰＴＡ連合会の活動、発信はすばらしい。    いいものを真似することもひとつの手段。    母校に行くと、何かいいきっかけがあるのでは？ 「子ども教育委員会」・・僕への関心は成績だけですか？                自分の思うように子どもに押し付けないでください。    「また帰ってきたい街づくり」・・大人の自由度が大きいほど、いい街になっていく。   ◆参加者感想◆参加者感想◆参加者感想◆参加者感想    （実践発表）（実践発表）（実践発表）（実践発表）    ・ 自分の単Ｐ以外、全く知らない状態での参加で、他県・他校の積極的な活動に感嘆した。例年通りの流れに沿って活動していただけの自分に気づくことができた。何事も始めよう、変えていこうという気持ちがないとダメだということに気づかされた。小さなきっかけをどう
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生かし、周囲の反発や反対をどう乗り越えていくかを考えてみたい。 ・ どの発表も「熱い想い」ばかりでとても感動した。そんな地域で育っていける子どもたちは幸せだなあと思う。 ・ どの実践も参考になる刺激的なものだった。どの事例も、学社融合の実践を楽しんでのびのびと活動しているようだった。 ・ 自分の学校では、スタッフがわが子を家に残し世話をするという問題をかかえている。沖縄のように、学生が加わることで、違った方向が見えてくると思う。行き詰りつつある現状を打破するために、今回の事例をもとにして単Ｐで話し合ってみたい。 ・ ＯＢとして、何ができるか参考になった。 ・ 生活に根ざした、おやじたちの熱い思いが伝わるすばらしい会だった。建前ではなく、実行するためのプロジェクトとして、参考になった。  （シンポジウム）（シンポジウム）（シンポジウム）（シンポジウム）    ・ 豊かな経験をお持ちのシンポジストが的確に話をしてくださり、大変ありがたかった。 ・ よりよい活動をするためには、よりよい人間関係があってのことだということを再認識した。共通理念を持つのが大事ということはまさにその通りだと思う。活動をこなすのに精一杯なのが実情だが、基本を忘れないようにしたい。 ・ 豊かな経験を持った方々のお話が大変ありがたかった。子どもたちの自治活動をどんどん発展させたいと思う。 ・ 立ち上げて継続していくという理念がないと、また信念がないと意味がないという白松先生の言葉に目が覚めたような気がした。先生に期待するばかりでなく、引きずりこめるような熱い思いをもって、保護者が変わることが大切なんだと思った。 ・ 忘れかけていた「子どもを中心に」据えることをもう一度考え直したいと思う。 （作 成 者  芳谷 純子）  ※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。※フォーラム終了後も配信されたメールの感想の一部を掲載します。    ①厚木の佐々木です。 先ほど自宅に到着しました。 厚木に到着と同時に今日１９：００からの厚木の市Ｐ連の会議に出席し、松山市Ｐ連の元気で熱い熱～いフォーラムの内容を会議で報告させていただきました。 沖縄の活動事例は、大人として、若者とともに取り組むためには…という点では大変参考になる事例であり、それと同時に松山でおこっている（「興る」→こっちの字の方が合いますね！！）３事例は、それぞれ（父親、学校、公民館）の立場で 融合、そして地域（まち）興しに拡がっているんですね。私自身も大いに学ばせていただきました。こうした、松山の熱～い思いを胸に託し、日曜、月曜に松山の街（まち）をじっくりと見学させていただきました。 足が痛くなるほど（同時に暑かったですよ！！）（往復歩いて登りました）城周辺を散策し、道後は勿論のこと、市内路面電車で途中下車の旅で２周、そして、野球駅「市坪 坊ちゃん＆マドンナスタジアム」など。 松山市の「教育・文化のまち」を肌で感じてきました。学園駅こと「鉄砲町」の途中下車では、高校の先生と会い、正面玄関前で学校の縁（ゆかり）と学校方針等を読ませていただきました。 融合研の皆さんにも縁が深いんですね (^_^;)。 松山の皆さん、そして、融合研の皆さん、本当にお世話になりました。 来年また再会できることを楽しみにしております。         融合研神奈川支部  厚木市  佐々木 徹  ② ありがとうございます。ミニフォーラムには、保護者・教師・公民館・行政職員など約１４０名が参加してくれました。融合研からもたくさんの方にご参加をいただき、感謝しております。  参加された方々には、何か持って帰っていただいたと思っています。  運営上の問題点や、これから連合会として１年かけて進めていく内容検討会を早速計画しました。    
 今日、１つの中学校へ行ってきました。  松山教育事務所管内では、来年春に３５名の学校長が退職されます。 いま伸びつつある融合の芽を継続して大事に育てていただくために学校管理職の方や公民館長、ＰＴＡ役員さん一人一人に話をさせていただいています。    
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日本の子どもたちの未来のために、松山から発信できることを求めて一人でも多くの人に会うつもりです。 来年のフォーラムを楽しみにしていてください。                          松山 角田敏郎    
３３３３    通信による総会通信による総会通信による総会通信による総会    規約に基づく年１回の融合研の総会はフォーラムの際に行っています。しかし、フォーラムに参加できない会員にも総会で意思表示をしていただけるようにということで、通信による返信をもって総会に参加していただくということにさせていただいております。その返信分とフォーラムでの総会出席者を合わせて成立の運びとなります。 島根フォーラムに参加できない方で、「印刷物会員」は返信用の葉書に、また「メール会員」はホームページから、それぞれ必要事項を記入の上返信ください。ホームページでの投票は後日メーリングリストにてご連絡致します。  １総会の議案１総会の議案１総会の議案１総会の議案    （１）平成１８年度事業報告 （２）平成１８年度決算報告 （３）平成１９年度事業計画（案） （４）平成１９年度予算（案） （５）平成１９年度役員（２年間の継続任期につき、改選はありませんが、「地域子ども教 室部会」の新設と役員についての提案があります） （６）１０周年記念誌の有償化について      ２内容２内容２内容２内容    （１）平成１８年度事業報告（１）平成１８年度事業報告（１）平成１８年度事業報告（１）平成１８年度事業報告（「ゆうごう子ども教室」に関する内容は、特別なことを除いて記載しておりません） ○ １８．８．１９～８．２０ 融合フォーラム２００５ｉｎ東京 ○ １８．１０．１４ 融合研１０周年記念事業①東北・北海道支部大会  ○ １８．１０．１５ 子ども教室会議 ○ １８．１２．９  融合研１０周年記念事業②「芝川町オペレッタ～かぐや姫～」  ○ １９．１．５   事務局会議 ○ １９．２．１０  融合研１０周年記念事業③第３回厚木フォーラム ○ １９．３．１０  子ども教室会議 ○ １９．３．１１  子ども教室運営委員会 ○ １９．５．１９～５．２０ 融合研１０周年記念事業④千葉支部大会 ○ １９．５．２０  事務局会議 ○ １９．６．１７  融合研１０周年記念事業⑤子ども環境学会受賞フォーラム  （２）平成１８年度決算報告（２）平成１８年度決算報告（２）平成１８年度決算報告（２）平成１８年度決算報告    ○ 収入の部・・・・・・・・・・・・・・・１．１３２．４９９円 （内訳） 繰越金・・・・・・・・・・・・ ５２９．１３４円       会費（3000 円×182）・・・・・  ５４６．０００円       資料代・・・・・・・・・・・・ ５６．９００円         利子・・・・・・・・・・・・・・・・・４６５円  ○ 支出の部・・・・・・・・・・・・・・・・・５５３．８９１円 （内訳）  通信費 ・・・・・・・・・・・ １１１．８９０円       会議費 ・・・・・・・・・・・   ５．０００円 



17/24 

      事務用品 ・・・・・・・・・・  ４６．１７９円       CD・ビデオ・・・・・・・・・・   ５．８１０円       コピー代・・・・・・・・・・・    ９．０００円       ポスター代・・・・・・・・・・   ４．０００円       年報代 ・・・・・・・・・・・ １８９．６３０円       東京大会補填・・・・・・・・・ １０６．７８２円       ドメイン料 ・・・・・・・・・  ７５．６００円        ○ 残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７８．６０８円  監査の結果、適正に処理されていることを認めます。                    監査 小山みさ                       常田 洋  （３）平成１９年度事業計画案（３）平成１９年度事業計画案（３）平成１９年度事業計画案（３）平成１９年度事業計画案         ○１９．８．４   融合研 10 周年記念事業⑥融合フォーラム in 大阪・大空小（実施済）    ○１９．８．４   融合研役員会（実施済）    ○１９．８．１８    融合研 10 周年記念事業⑦融合フォーラム in岩手（実施済）    ○１９．９．１   融合研 10 周年記念事業⑧融合ミニフォーラム in松山（実施済）    ○１９．１０．２７ ～１０．２８ 第 11 回融合フォーラム in しまね 融合研創立 10 周年記念事業⑨ 兼第７回子どもフォーラム in 綺羅星７ ○１９．１１．１０ ～１１．１１ 融合研 10 周年記念事業⑩三重県賢島教育特区フォーラム ○１９．１２      融合研創立１０周年記念誌発行 ○１９．２．      第４回厚木フォーラム    ○１９．５       千葉支部フォーラム  （４）平成１９年度予算案（４）平成１９年度予算案（４）平成１９年度予算案（４）平成１９年度予算案    ○ 収入の部・・・・・・・・・・・・・・・１．２７８．６０８円 （内訳） 繰越金・・・・・・・・・・・・・・５７８．６０８円      会費（3000 円×200）・・・・・ ・・６００．０００円     資料代・・・・・・・・・・・・・・ １００．０００円  ○ 支出の部・・・・・・・・・・・・・・・ 1．２７８．６０８円 （内訳）  通信費 ・・・・・・・・・・・ １５０．０００円       会議費 ・・・・・・・・・・・  ２０．０００円       事務用品 ・・・・・・・・・・  ５０．０００円       年報代 ・・・・・・・・・・・ ３００．０００円       記念誌代 ・・・・・・・・・・ ３００．０００円       ドメイン料 ・・・・・・・・・  １０．０００円       交通費 ・・・・・・・・・・・  ５０．０００円       フォーラム補助・・・・・・・・ １００．０００円       予備費 ・・・・・・・・・・・ ２９８．６０８円     （５）（５）（５）（５）    平成１９年度役員平成１９年度役員平成１９年度役員平成１９年度役員（２年間の継続任期につき、改選はありません）     会 長 副会長 同 宮崎 稔 岸 裕司 油谷雅次 （大妻女子大学非常勤講師） （習志野市秋津コミュニティ） （大阪府北貝塚小学校コミュニティルーム運営委員会） 
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同 同 監 事 同 プログラム研究開発委員長 子ども教室部会長 
野沢令照 渡辺喜久 小山みさ 常田 洋 永谷貴洋  野澤令照 

（仙台市教育委員会） （静岡県芝川町立芝川中学校） （市川市コミュニティクラブ） （市川市コミュニティクラブ） （大学講師）  （仙台市教育委員会） ※子ども教室部会については承認事項ではありませんが、役員会で了承されて設立されています。 ※事務局員については、現在検討中です。総会には提案できると思います。     （６）（６）（６）（６）１０周年記念誌の有償１０周年記念誌の有償１０周年記念誌の有償１０周年記念誌の有償発行発行発行発行についてについてについてについて    １０周年記念誌は、会費外の有償で発行予定です。 会員案２０００円予定、会員外案３０００円予定  会員には記念誌と送料を含めて、後日支払いをお願いしますが、総会に図り決めます。  ※総会の議題に関わる上記の内容について、「ご意見」「ご質問」のある方は、島根フォーラムでの総会までに事務局へご連絡ください。議題としてとりあげさせていただきます。 ○印刷物会員には、同封した葉書を返送していただきます。メール会員は、ホームページから返信してください。  ※いずれの返信締切日も、集計作業の都合上１０/２０(土)（当日着）までとさせていただきます。       
４４４４    その他その他その他その他    （１）（１）（１）（１）融合研融合研融合研融合研相談役「庄子平弥」さんがご逝相談役「庄子平弥」さんがご逝相談役「庄子平弥」さんがご逝相談役「庄子平弥」さんがご逝去されました。去されました。去されました。去されました。    庄子さんは、融合研設立後すぐに「副会長」を担っていただき、またその後は「相談役」、さらには「ゆうごう子ども教室運営協議会長」の重責も担ってくださいました。これら一連の活動や会員との関わり等につきましては、「融合研設立１０周年記念事業」の一つである『記念誌』の中に詳しく取り上げさせていただきますが、ここでは、設立のきっかけになった宮崎会長との出会いについて、取り上げさせていただきます。 その出会いは、平成９年３月１６日に東京神楽坂にある日本出版クラブ会館での「自然と食と教育を考える研究会」でのことでした。 事例発表者として庄子さんは、もうその頃から「高齢者は社会資源である。学校や社会の様々な場で活躍の場があるよう出番を待っている。」というような主張を論理的になされました。その発表のコメンテーターであったのが、当時、習志野市立秋津小学校長であった宮崎稔校長でした。すでに秋津小は、余裕教室の地域開放等の「開かれた学校づくり」を進めていましたので、「庄子さん、秋津に引っ越してきなさいよ。」とまで言っています。 研究会が終了した後に、庄子さんから「宮崎さん、そんな良い実践を千葉県いや習志野市だけにと留めておかないで全国に情報発信できるよう研究会を創って欲しい。」という要望が出されました。そうして、４ヶ月半後に融合研は発会したのです。 今回は、その研究会の様子を掲載した農文協「自然教育活動４１（１９９７年８月号）」から全文を掲載します。 ※本文も、「融合研設立１０周年記念事業」の一つである『記念誌』の中に取り上げさせていただきます 
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（２）（２）（２）（２）融合研創立１０周年記念誌の発行について融合研創立１０周年記念誌の発行について融合研創立１０周年記念誌の発行について融合研創立１０周年記念誌の発行について  融合研では、創立１０周年の記念誌の発行を準備しています。下記をお読みいただき、よろしくお願いします。  ①コラムの原稿募集  下記要領で、会員の皆様から、原稿を募ることになりました。ご協力下さい。  原稿見本などほしい方がいましたら、一番下に矢吹のアドレスがありますので、連絡下さい。  締め切りの期間が短くて申し訳ないのですが、積極的なご参加をお待ちしています。以上 【学校と地域の融合教育研究会創立１０周年記念誌】会員への原稿募集コラムについて  ※お書きになりたいコラムは、以下のコラムからお選びください。 コラム①：融合研前史の思い出――主に秋津コミュニティ関係者や創設前を知る方対象  コラム②：庄子平弥さんの思い出  ⇒さる８月 24日にお亡くなりになった庄子さんの思い出を自由にお書きください。 コラム③：私と融合研  ⇒融合研との出会い、入会動機、刺激を受けたことなどを自由にお書きください。 コラム④：融合研フォーラムに参加して  ⇒ご参加された各種の融合研フォーラムについての思い出や感想、刺激を受けたことなどを自由にお書きください。 コラム⑤：これからの融合研に期待すること  ⇒今後の融合研に期待すること、融合研のこれからについてなどをお書きください。  応募資格：融合研会員 報告内容に関する責任は、すべて執筆者が負うこと。 執筆要領：Ａ４版横書き １１ポ １ページ以内に厳守 １ページ・・・１行目 「コラム№（①～⑤）：題名」を記入 １２ポ         ２行目  空ける        ３行目  会員№ 氏名（都道府県市区町村名）１１ポ        ４行目  空ける        ５行目  本文書き出し １１ポ、４０字×４１行以内、行間ベタ 写真：写真を入れることは可。１ページに１枚～２枚。ただし、肖像権の処理に注意。  提出：ワードによるテキスト原稿。完全原稿で入稿。写真もデジタル情報で貼り付ける。  ※パソコン使用者はワードで作成する。 ※手書きの方は、４００字詰め原稿用紙に横書きで。原稿は下記に郵送する。 ※執筆の謝礼はありません。 ※会員以外にも配布するので、執筆内容の公開に関しては執筆者本人が責任を持って関係者の承諾を得てください。 ※提出先：矢吹正徳にメールで提出 m-yabuki@kyoiku-press.co.jp  【原稿提出締切日】2007年１０月１０日（水）厳守 【仮題：学校とまちを育む生涯学習コミュニティ～学校と地域の融合教育研究会創立１０周年記念誌】 ※発行予定日：2007年 11月 10日（土）融合研創立 10周年記念事業⑩学校と地域の融合教育 賢島ミニフォーラム in 伊勢志摩で配布予定 ※原稿見本をほしい方は、矢吹正徳までお知らせください。メール添付でお送りします。  --------------------------------- 融合研創立 10周年記念事業委員会記念誌制作委員 矢吹正徳／やぶきまさのり（日本教育新聞社）m-yabuki@kyoiku-press.co.jp  ②１０周年記念誌の有償発行について １０周年記念誌は、会費外の有償で発行予定です。 会員案２０００円予定、会員外案３０００円予定  会員には記念誌と送料を含めて、後日支払いをお願いしますが、総会に図り決めます。 



24/24 

（３（３（３（３））））    会員継続の更新について会員継続の更新について会員継続の更新について会員継続の更新について        ※手続き完了日；島根大会まで。     融合研は、職場の配置転換等で会員としての活動が難しくなった人や個人的な諸事情で会員の継続が困難になった人を、むりやり会員として引き留めておくということをしない（いわゆる「幽霊会員をつくらない」）ということが確認されています。したがって、毎年、「今年も会員の継続をするかどうか」ということの確認を行っています。 事務手続きが煩雑になりかもしれませんが、「通信による総会」の案内と一緒に返信をつけてありますので、 ○メール会員は、ホームページからお返事ください。 ○郵送会員は、同封の文書でお返事ください。 ※退会する方も、ご一報ください。 ※継続する方は、年会費（３．０００円）の納入もよろしく御願いします。 ※すでに、１９年７月以降に手続きをお済みの方は、連絡しなくても結構です。   
（（（（４４４４））））２０１１年度以降のフォーラム開催の立候補を受け付けます２０１１年度以降のフォーラム開催の立候補を受け付けます２０１１年度以降のフォーラム開催の立候補を受け付けます２０１１年度以降のフォーラム開催の立候補を受け付けます    ２０１０年度の融合フォーラムは、愛媛県松山市に内定しています（総会で正式決定します）。 それ以後のフォーラム開催について、支部や近隣の人と相談したりして手を挙げてください。 あるいは、自分ひとりだけでも、その意向がある方は、「事務局へとりあえず相談」してみてくだ さい。「２０１２年度以降なら」という地域でも構いません。「今は、まだあまり推進されていな い・・・」という地域でも結構です。フォーラムを機会に、融合の推進が図られたという地域もご ざいます。どうぞ、奮ってご応募ください。    編集後記（のようなもの） 会報３５号をお届けします。いよいよ１０月には島根県での第１１回融合フォーラムです。これまでのように交通の便が良い地域とは違いますが、教育改革が行政主導で進む中、それだけに地域の実態に根ざした融合研の活動の持つ意味は大きく、同時にこれからの融合研の課題も明確になるものと思います。 一方、庄子平弥相談役の死去は、融合研にとって悲しみと共に大きな痛手になります。ご冥福をお祈りすると主に、そのご遺志を継いでこれまで以上の会員の実践でお応えできるようにしたいと思います。                （Ｍ）  


