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1. 鼎談深志の継続の見直し
a. きっかけ
　鼎談深志規約〈組織の見直し〉により、地域フォーラム「鼎談深志」は５年ごとにそ

の継続について見直すことが定められているから。

b. ①　拡大事務局会
i. 日時　2021/5/20
ii. 参加者

　 生　徒
　　　　　　 地域交流委員会委員長　　　　　　 小林　陸　
　　　 副委員長　　　　　　　　　　　　 武田　隆志　

大野　葉月
地　域

　　　 蟻ケ崎北町会長　　　　　　　　　 上条　晴康
　　　 蟻ケ崎東町会長　　　　　　　　　 細萱　志郎
　　　 蟻ケ崎西町会長　　　　　　　　　 古市　昭太郎
　　　 蟻ケ崎深志ヶ丘町会長　　　　　　 伊藤　千津子
　　　 沢村町会長　　　　　　　　　　　 古田　健司
　 教職員
　　　 教       頭　　　　　　　　　　　 馬場　正一
　　　 地域交流委員会顧問　　　　　　 林　直哉　

柴　那和　
縣　正樹　　欠席

学校長 塩野　英雄

iii. 協議内容

鼎談深志継続に関わる議案書の読み合わせ
iv. 決議

　会で出された意見を議案書の内容に反映させ、それをもとに次の

拡大事務局会（次項目）までに各組織継続の可否を決めることで決

定した。

c. ②　拡大事務局会
i. 日時　2021/7/29
ii. 参加者

生　徒

　　　　　　 地域交流委員会委員長　　　　　　 小林　陸　
　　　 副委員長　　　　　　　　　　　　 武田　隆志　

大野　葉月(次期委員長)
地　域

　　　 蟻ケ崎北町会長　　　　　　　　　 上条　晴康
　　　 蟻ケ崎東町会長　　　　　　　　　 細萱　志郎
　　　 蟻ケ崎西町会長　　　　　　　　　 古市　昭太郎(欠)
　　　 蟻ケ崎深志ヶ丘町会長　　　　　　 伊藤　千津子(欠)
　　　 沢村町会長　　　　　　　　　　　 古田　健司



　 教職員

　　　 教       頭　　　　　　　　　　　 馬場　正一
　　　 地域交流委員会顧問　　　　　　 林　直哉　

柴　那和(欠)
縣　正樹　　

地域交流委員会

副委員長　　　　　　　　　(次期)   中村泰基　大坪桃果
ニュースレター　　　　　　 市原直起(欠)　松田文月
　　　　　　　　　　　　　(次期) 西尾千嘉　水城智咲(欠)　磯谷康太郎
会計　　　　　　　　　　 渡邊七巳(欠)
　　　　　　　　　　　　　(次期)   村田有彩　徐心月
書記　　　　　　　　　　 吉木遥香　五十嵐彩恵
　　　　　　　　　　　　　(次期)   五十嵐彩恵　吉本勘太郎

iii. 議事内容

● 鼎談深志第２期(2021〜2026)継続について
● 地域交流委員会　次期役員の紹介

iv. 決議

　各組織の議決で継続することに合意しており、会に出席した蟻ヶ崎東、

蟻ヶ崎北、沢村の３町会と教職員、生徒の代表者は申し合わせに署名し

た。蟻ヶ崎西、深志ヶ丘町会は後日サインすることとなった。最終的な決

定は11月に予定している第9回鼎談深志で行われる。

関係フォルダ：鼎談深志の継続の見直し

https://drive.google.com/drive/folders/1-2p8nvYqGTIIJsYGP1GLB-wDNgw4IWQr?usp=sharing


2. 第７回　鼎談深志
a. 日時　令和2年11月17日
b. 参加者

地域代表
　   　蟻ヶ崎北町会長　　　　　　　　　上条　晴康
　　蟻ヶ崎東町会長　　　　　　　　　細萱　志郎　（町会長代表　事務局）
　　   蟻ヶ崎西町会長　　　　　　　　　古市　昭太郎
　 蟻ケ崎深志ヶ丘町会長　　　　　　松田　榮子

　　   沢村町会長　　　　　　　　　　　古田　康司　　　　　　　　　　　　
教職員代表
　　   教頭　　　　　　　　　　　　　    馬場   正一
　　   生徒部長　　　　　　　　　　　　西澤   佳志
　　   生徒会主任　　　　　　　　　　　松山   景洋　　欠席
　　   地域交流委員会顧問　　　　　　    林　直哉   （教職員代表　事務局）
生徒代表
　　   生徒会長　　　　　　　　　　　　市谷   颯梧
　　   應援團管理委員会團長　　　　　    名須川　正人
　　   地域交流委員会委員長　　　　　　小林　陸　（生徒代表　事務局）
地域交流委員会　　　　　　　　　　　　　
　　   副委員長　　　　　　　　　　　　武田　隆志　　大野　葉月　　　
　　   各クラス選出委員　　　　　　　　１６名　　　　　　　　
交通安全委員会
　　   委員長　　　　　　　　　　　　　瀧澤　裕太
　関係クラブ
　　   軽音楽部　　　　　　　　　　　   児玉　なずな
　　   ギター部　　　　　　　　　　　   堀井    笑佳
　 地域
　　   蟻ケ崎東町会　　　　　　　　　    宮田
　 その博他の参加者
　　   学校長　　　　　　　　　　　　　今井　義明

c. 内容
i. 報告事項

● 一年間の活動報告（2町会合同クリスマスコンサート、合格発表と体験入
学時の協力駐車場、交通安全委員会の校外指導報告）

● 生徒向けアンケートの結果報告

ii. 協議事項

● 軽音楽部、ギター部活動時間について
● 第２回クリスマスコンサートについて

d. 決議
● 軽音楽部、ギター部から、活動時間を18:30まで延長し、それを明文化し
たいと要望があり、協議する場をつくることで合意

● コロナ対策についてもっと明確に示し議論をもっとかさねることになった。

関係フォルダ：第７回鼎談深志

https://drive.google.com/drive/folders/1kOYWnXbICGbTINkoqY3mf3aNQiXXAdQ-?usp=sharing


3. 軽音楽部とギター部の活動時間に関する協議
a. 二部活の要望書提出に至った経緯
　二部活はこれまでは活動時間について地域と明確な取り決めがなかったため

明文化したいと考えた。その際に学校のカリキュラムの変化や、部員の生徒会活

動への参加による練習時間の短縮を理由に活動時間を18:00までから18:30まで
に延長したいと考えた。

b. 鼎談深志で協議に至る経緯
　２月２日に二部活からの要望書提出があり、２月５日に地域交流委員会から生
徒会本部会に提出し合意された。２月９日に評議委員会で議決し、生徒会として

の要望とした。２月２８日に事務局会を開催し、要望を五町会に協議要請した。

c. 第8回鼎談深志
i. 日時　令和3年3月24日
ii. 参加者

　　　地域代表
　　　 蟻ケ崎北町会長　　　　　　　　　　上条　晴康
　　　 蟻ケ崎東町会長　　　　　　　　　　細萱　志郎　（町会長代表　事務局）
　　　 蟻ケ崎西町会長　　　　　　　　　　古市　昭太郎
　　　 蟻ケ崎深志ヶ丘町会長　　　　　　　松田　榮子
　　　 沢村町会長　　　　　　　　　　　　古田　康司　
　 教職員代表
　　　 教       頭　　　　　　　　　　　　　馬場　正一
　　　 生徒部長（新）　　　　　　　　　　栁原　忠夫　　　
　　　 地域交流委員会顧問　　　　　　　　林　直哉　 （教職員代表　事務局）
　 生徒代表
　　　 生徒会長　　　　　　　　　　　　　市谷　颯梧
　　　 応援団管理委員会団長　　　　　　　名須川　正人
　　　 地域交流委員会委員長　　　　　　　小林　陸　 （生徒代表　事務局）
　 地域交流委員会
　　　 副委員長　　　　　　　　　　　　 武田　隆志　　大野　葉月　

関係クラブ・オブザーバー参加
軽音楽部　部長　　　　　　　　　児玉　なずな

　　　 ギター部　部長　　　　　　　　　 堀井　笑佳　
学　校　長　 今井　義明

iii. 内容
二部活の要望（生徒会要請）について各町会の結論報告

iv. 決議
（提案）軽音楽部、ギター部活動時間について

軽音楽部とギター部の活動時間の上限を１８時３０分とする。

活動時間が１８時００分をこえる日がある場合は、当該日をあらかじめ地域の皆さ

んに通知し周知すること。

　参加他団体と協議の上、上記内容案は、反対意見なく議決された。

関係フォルダ：第８回鼎談深志

https://drive.google.com/drive/folders/1Dlm-D6NPrWW2tP3j_SVbKrI2Q8RmIsAf?usp=sharing


4. 第2回クリスマスコンサート
a. 主催：地域フォーラム「鼎談深志」
b. 運営：松本深志高等学校・地域交流委員会・５町会
c. 日時：令和2年(2020年)　 12月20日(日)
d. 会場：深志教育会館
e. 参加者
● 演奏者

軽音楽部、音楽部(室内楽班・合唱班）、吹奏楽部、ダンス部、落語研究会
● 観客

五町会全域（計46名）
f. 特記事項

● 鼎談深志が主催で行う初のクリスマスコンサートとなった。

（2018年には深志ヶ丘町会主催のクリスマスコンサートに参加し、2019年
には深志ヶ丘・蟻ケ崎東の２町会と地域交流委員会が共催しクリスマスコ

ンサートを開催した。）

● 「第２回クリスマスコンサートにおける感染症対策について」というコロナ

ウイルス対策のガイドラインを作っての開催となった。

関係フォルダ：第２回クリスマスコンサート

5. 合格発表日の交通状況調査の実施
a. 背景
　合格発表時は毎年路上での駐車量が多くなり近隣住民に迷惑がかかていた。

そこで協議を重ねた結果、昨年は「とをしや薬局蟻ヶ崎店」「長野バレー」の方々

のご厚意で駐車場をお借りすることとなった。しかし周知が足りなかったこともあ

りそちらの駐車場を利用した車は僅か数台であった。今年もお借りしたのでさらに

体制を整えて迎えることとなった。

b. 日時
令和2年　3月19日

c. 参加者
地域交流委員会（委員長：小林陸　/　副委員長：武田隆志、大野葉月　/　　ニュー
スレター：松田文月、市原直起、西尾千嘉　顧問：林直哉）

d. 目的
合格発表日の松本深志高校周辺道路の混雑状況と協力駐車場の使用状況を調

査するため。

e. 方法
松本深志高校の東側道路、南側道路と、とをしや薬局の駐車場に定点カメラを設

置し交通状況を記録、観察した。

f. 調査結果

https://drive.google.com/drive/folders/1g_0g9xSW7TtSeTWfkrRUuKcy_J57nB8j?usp=sharing


● 南側、東側道路では長時間駐車していた車は2台ほどで、ほとんどの車
は短時間で関係者を送り迎えしスムーズに移動していた。

● とをしや薬局には常時10台の駐車で、混むこともなく駐車スペースは十
分空いていた。今回は駐車する車両も少なく工夫して来校いただいた。

関係フォルダ：合格発表駐車記録

6. 令和2年度～令和3年度　地域交流委員会　活動表

https://drive.google.com/drive/folders/1v5FN0Xb7mxFitrjWarZrxy_30dm3JsYb?usp=sharing

