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令和３年

２月５日

第３号
事 務 局

佐々並小学校および佐々並を愛する人ならだれでも参画できる応援隊です。佐々並小学校および佐々並を愛する人ならだれでも参画できる応援隊です。

佐々並小学校のこれからを考えるために多

くの方が集結しています。課題解決への大き

な一手として、２月２７日（土）に「佐々並小学

校と住まいの見学」を実施することになりまし

た。今回の全体会は、見学会の運営について

熟議しました。各チームでそれぞれの動きを

確認しました。

今回も行政の方、地域の団体の方、保護者、

教職員の計３０名が集まりました。みんなで

一致団結して、知恵やアイデアを出し合い、

今一番の目標「児童数確保」に向けて進めて

いきます。どうぞよろしくお願いいたします。

会 議 の 報 告会 議 の 報 告

令和３年1月２７日（水）１８：００ ～１９：３０ 会場 佐々並小学校ＣＳルーム

参加者 ・・・合計 ３０名□

○行政・・・６名 地域づくり推進課長、旭総合事務所所長、佐々並支所長

教育委員会事務局長、旭総合事務所統括、農政課長

教育委員会社会教育主事

○地域・・・４名 寿クラブ、地域住民の方

○報道・・・３名 ○保護者・・１４名 ○学校・・・３名

議事概要□

◇はじめの会 自己紹介（新規の方）

◇協 議 【さあ動き始めましょう！】

「ささラブ移住定住恋来いプロジェクト」

「佐々並小学校と住まいの見学」
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◇協議内容の報告

当日の運営について（事務局より）

時程□

１２：００ 保護者集合 ※児童用の弁当を受取りできます。

１２：３０ 隊員集合 ※体育館 隊員控室（会議室・・・荷物）

準備開始

１３：１５ 受付開始 ※玄関 体育館に案内する。

【準備する物】体温計、当日お渡しする資料、出席者名簿

（来られた方の体温を測り、お名前の確認を行う）※養護教諭

１３：３０ 小学校の見学会 司会（上島母）

①はじめのあいさつ （校長）

②スケジュール説明 （愛育会会長）

教室等の案内は事務局チームが担当

※出席者の人数が少なければ自由参観、多ければ分かれて

回って頂くようご案内する。

公開授業 ５校時 １３：４５～１４：１５

※公開は３０分間 授業は１３：３０～

学校施設見学 １階 １・２年生教室（１・２年生）

２階 ３・４年生教室（３・４年生）

パソコン室（５・６年生）

※大阪樟蔭女子大学と

オンライン英語授業

１４：２０ 住まいの相談会 ※随時対応 ※体育館 司会（上島母）

※受付でお配りした資料を見て頂ければ、殆どの情報が分かるため、

時間の都合上ブースでの説明は省略する。

①佐々並の紹介 （旭総合事務所・佐々並支所） （5分程度）

②小学校の紹介 （６年生） （5分程度）

※ 佐々並小学校の児童は担任の先生の指示に従う。

１４：３５ 住まいの見学会
学校ー車→空き家モデルハウスー車→学校

ー徒歩→市営住宅・担い手定住促進住宅→学校

※ 各地での物件説明

案内担当 市営住宅・空き家モデルハウス 地域づくり推進課

担い手定住促進住宅 農政課

※ 行政の方がスクールバスを運行 （定員28名）

会場が体育館に

なりました。

２月３日１８時からチーム

りーだー会議をして確

認しました。

先に見学し

ます。現地で

説明、帰って

から各相談

を受けます。
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参加人数によっては保護者の車で送迎

１５：２５ 終わりの会 ※小学校玄関前 雨天の場合は体育館

「ジオパーク式釣り」を行いプレゼントをお渡しする。

集合写真撮影（プレゼントを抱えて）

※写真・動画撮影は広報・情報公開チーム

愛育会会長挨拶（児童代表挨拶）

校長先生挨拶

相 談 受 付 内 容 担 当

① 市営・担い手定住促進住宅相談コーナー 地域づくり推進課
農政課

② 空き家バンク相談コーナー 地域づくり推進課
旭総合事務所

※移住者体験談コーナー 佐々並支所
※空き家探索チーム

③ 転入学相談コーナー 萩市教育委員会

④ 佐々並小学校相談コーナー 佐々並小学校教職員

⑤ 児童クラブ（放課後）相談コーナー 児童クラブ指導員

⑥ 保護者交流コーナー 佐々並小学校愛育会

確認事項

〇定員は30名とする。※親子共30人・・・約10世帯

〇飲み物は各自持参して頂く。チラシで通知している。

〇当日お渡しする資料について。

・萩市発行の冊子2種類×２０冊（江村課長にお願いしています）

・当日のスケジュール、会場図

※会場図2F、児童クラブも入れる。（学校が準備））

※小学校と合わせて児童クラブについても、興味のある方にご紹介

できるように準備をする。

第４回ささらぶ応援隊全体会 ３月１０日（水）

・見学会の振り返り

・今後の活動について

保護者打合会

２月１１日（木）１３時～ 佐々並小学校コミスクルーム

※１０時～「LINE講座」（希望者）旭活性化センター

○「ささラブ小学校」の開校プロジェクトについて ※最終ページ参照

ベストショット！

県の担当者と今後の

活動について相談し

ます。



4

役割分担□

役 名 内 容 担当部局・担当者

進 行 見学会の進行 事務局チーム
全体のスケジュール調整

※当日案内資料

受 付 玄関前 アイデア実践チーム２名
事務局チーム１名

案 内 橋の上で案内 駐車場誘導 保護者父他

設 置 会場設置（机・椅子・掲示） 各係ごと 地域の方

※全員

掲 示 会場やコーナーの掲示 案内板 広報・情報公開チーム

相 談 相談コーナーの運営 関係部局や団体
※６コーナー

児童交流会 なし

プレゼント 佐々並産おいしいプレゼント アイデア実践チーム

感染予防 養護教諭 他

※保護者の役割分担の詳細については後日お知らせします。

会場図□

２ 図書室 音楽室 パソコン 階段 ３・４年 ５・６年 少人数 多目 トイ 児童

階 教室 倉庫 教室 教室 教室 的室 レ クラブ

メイン会場 体育館→

１ コミスク 理科室 会議 校長 玄関 保健室 放 送 職員室 教材 １・２ トイ

階 ルーム 室 室 室 室 年教室 レ

駐車スペース

受付・出入り口
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体育館会場図

ステージ ⑥ ⑤

④

③

椅子

②

①

資 料

準備□

・見学会案内パンフレット （事務局チーム）

・会場掲示 案内板 （広報・情報公開チーム）

・佐々並産おいしいプレゼント （アイデア実践チーム）

・スリッパ （学校）

・案内資料やパンフレット （行政・学校）

予算案 ※２月４日現在□

費 目 収 入 支 出 残 高 備 考

１ どうしんてやろう会 ※１０万円 ※ポスター・チラシ代
広告掲載費

２ 愛育会 ３０，０００

３ 学校（コミスク） １５，０００

４ ポスター １００枚 ２２，０００ ＠２００円

５ チラシ ５００枚 １３，７００ ＠ ２５円

６ プレゼント 包装
※おたすけ市

７ 当日資料代

８ 広告掲載費 ４７，３００ ホップ、サンデー西京
１９，８００ はなみ小町

収 支 計

※萩往還佐々並どうしんてやろう会さんより、たくさん助成していただきました。

ありがとうございました。
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☆チームでの動きの確認

知恵やアイデアを出し合い、みんなで協働実践しよう！

※上記の「当日の運営について」を参照

☆空き家見学会を開催するためのお願い☆

長瀬地区の砂川さんが心良くモデルルームを引き受けてくださいました。2月27

日に間に合うよう、先日も、佐々並に帰られて、寒い中、片付けをされました。下

さったそうですが、幼い子供さん3人を連れて出来る事は限られており、ご苦労さ

れています。

そこで、2月14日（日）13時から（現地集合：駐車可）砂川家の掃除、庭の草刈り等

を手分けして行えたらと思っています。予定が空いている方だけで結構ですので、

ご協力頂けるとありがたいです。砂川さんの希望で、お手伝い頂けるのであれば、

どなたでもお願いしますとの事です。掃除道具はあるそうですが、草刈り機はご持

参いただけたらありがたいです。 →学校集合１２時４５分

砂川さんは見学会まで出来るだけ荷物の片付け頑張りますと、とても協力的に動

いて下さっています。皆様、お忙しいと思いますが、ご都合がつく方は当日、現地

集合でご協力いただけたらと思います。宜しくお願いいたします

・チラシ・ポスター完成 印刷終了 納品完了！

配付案 チラシ・・・・・ ５００枚 ※事務局チーム確認

ポスター・・・・ １００枚

※配布先・展示先

①２月１１日まで 公的機関・スーパー・コンビニ

②それ以降 幼・保・こども園、可能な所

・Facebookに 佐々並「ささラブ応援隊」開設！

SNS現時点のフォロワー数です。
・Facebook→５６
・Instagram→７９
・Twitter→4５ (合計１８０) ２月３日現在

① Facebook はフォロワー数は少ないですが、投稿に関しての反応は一
番良いです。実名アカウントですので、信憑性や効果は一番ありそ

うです。

② Instagram も投稿への反応は良いですが、イベント告知には少し弱

① 事務局チーム ・・・・・ 進行やスケジュール管理、情報収集

② 空き家探索チーム（地区別） ・・・・・ 空き家探し、紹介

③ 広報・情報公開チーム ・・・・・ ポスターやチラシ、ＨＰ作り

学校の玄関

に準備して

います。

どんどん増えて

います。ぜひご

覧ください。
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いかもです。

③ Twitter は投稿に関しての反応はイマイチです。イベント告知には向
いてないようですが、著名人がリツイートすれば一気に伸びる可能

性もあります。

どれも長く継続すればフォロワーも増え、投稿もより多くの方に見てもらえる

と思います。見てもらえても、来てもらえるかは不明ですが、見学会まで時間は

ありませんが、いろいろと試してみます。今回、応援隊数名の方が新規に SNS
アカウントを作られ、ささラブ応援隊のフォローをしていただきました。感謝申

し上げます。

・報道関係

①新聞社

当日取材あり はぎ時事新聞、山口新聞、毎日新聞

※２週間前に活動の紹介もある。

依頼中 朝日新聞、読売新聞

②テレビ局

ＫＲＹ山口放送 「熱血テレビ」月曜日 ぶるぼんさんのコーナー

※事前取材２２日・３月１日に放送予定

③地域広報紙

「サンデー西京」「はなみ小町」 ２月１２日発行

「ホップ山口市版」 ２月１９日発行

※萩往還佐々並どうしんてやろう会から助成

・収集は ２月２５日（木）２６日（金）※学校で保管

８時～１７時

※集配の依頼・・・問い合わせ先 学校

学校→増田、井上に知らせる。→集配

・コーナー設置 コンテナ（光田） 展示台（増田）

・配付は ２７日（土） ※見学会当日

・準備 ２６日（金）１７：３０ 集合

※受取票を作成予定 行政区・名前

次回□

☆次回は令和３年３月 １０日（水）１８時～
・見学会の振り返り ・今後の活動について

振り返り□

当日までのカウントダウンが始まりました。「できることはやっていこう」

というスローガンで一致団結して進んでいます。どれだけ宣伝できるかが

重要だと感じています。どうぞよろしくお願いします。

④ アイデア実践チーム ・・・・・ アイデアを持って各チームに参画

マスコミの

力は絶大で

す。感謝！

佐々並愛がいっぱい

です！
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まだまだ案の段階です！

「学校存続」」そして「地域活性」のために

活動は続いていきます！

○「ささラブ小学校」の開校プロジェクトについて （案）

参加者が今回の見学会で定住移住が決まらなくても、今後関係をつなげておきたいので、

この案を考えました。

毎月１回、第２土曜日に農業や自然体験学習を開催します。日程は午前の活動です。

気になることもあります。

・５月、９月、１０月、１１月、１２月は学校行事や地域の行事が土曜日にある。

月２回の土曜日の活動は可能か？活動を精選して２ヶ月に１回実施では？

・これらの活動は、地域（主に寿クラブ、公民館など）の活動に児童が参加する活動

になると考えている。各団体と協議が必要である。学校としては、平日の授業時間

ではなく、土曜日の午前に余裕を持って活動でき、保護者の参加もできると考えて

いる。

・保護者の支援も必要である。ＰＴＡ奉仕活動との連動も可能。

・他校からの参加者がいるかどうか？

「定住移住」を取り上げることなく、佐々並のよさを知ってもらい、そこか

ら・・・と考えている。

いろいろな「次の一手」を考えていきたいと思います。ご意見やご感想をお願いします。

企画も募集しています。事務局までお知らせください。


