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　オープンスクールって知ってはりますか？　通常は大学がキャンパスを開放し、
だれでも自由に講義が受けられる制度を指しますね。「地域に開かれた学校」が必
要とされる今、小・中学校や幼稚園でもアレンジして取り入れるとこが増えてきま
した。さまざまな形態の取り組みがある中で、我々はある小学校に注目しました！

　日野町では、今年度から「地域ふれあ
いＤＡＹ」と名づけられたオープンス
クールが、町内すべての幼・小・中学校
で、11月に同日開催（中学のみ別の日）
されました。内容は各校園にまかされる

と聞いた南比都佐小ＰＴＡの藤澤祥己会長はこう考えました。「どう
せやるなら、楽しんでできるものに。また、親
子で一緒に作り上げる事業にしよう」。　
　何回も会議を開き、学校とも打ち
合わせを重ねて、企画を練り上げ
ていきました。当日もＰＴＡが
前面に立って運営することとな
りました。まず参加の大人た
ちは、子どもたちと一緒に歩
いて登校。学校に着くと受付で
名札のシールをもらいます。隣
接する幼稚園と合わせて、およそ
300 名の参加者が集まりました。
　１時間目に授業参観をした後、校舎前
で開会セレモニーをし、記念の全体写真を撮
影しました。3､4時間目は地域ごとの班に分かれ、ニュースポーツや
折り紙の体験をしました。目玉は地元の長寿会が作製した「南比都佐
小学校の歴史」スライド上映。若い保護者の方たちの知らない昔の話
や映像に、「初めて知った」と好評でした。
　昼は給食を一緒に食べます。この日のメニューは地元食材を使った
「鹿肉カレー」と「日の菜サラダ」でした。休み時間には図書室と体
育館が開放され、読書やスポーツを楽しむ親子の姿が見られました。
閉会セレモニーでは、日ごろお世話になっているスクールガードさん
たちの紹介と、子どもたちからのお礼もされました。
　帰りも子どもたちと一緒に下校。朝から夕方までの濃密な「ふれ
あい」の１日でし
た。参加者から
は、「子どもたち
が地域の中で育て
てもらっているん
だなあと改めて感
じた」「子どもた
ち、親同士の交流
ができてよかっ
た」といった声が
多数聞かれまし
た。

　他にも大津市や近江
八幡市など、多くの市
町の学校が、さまざま
な形で「開かれた学
校」づくりに取り組

んでいます。東近江市の市原小学校は、生徒数 93
名の小さな学校だが、毎月「地域の日」というの
を設け、半年間で学区内住民数の２倍近くにあた
る 3,000 名の来校者があったということです。
　セキュリティとの兼ね合いなど課題もあります
が、地域との連携が求められる昨今、ＰＴＡとし
ても検討に値する取り組みのひとつではないで
しょうか。南比都佐小学校の藤澤会長は、「地域
ふれあいDay」を終えてこう語っています。「苦
労はあっても、自分たちのやりたいことに挑戦す
るのが、ＰＴＡ活動の楽しさであり、醍醐味でも
ある ｣。
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ホームページで他の学校も紹介して
いるので、どうぞご覧ください！



（平日9：30
　　～17：00）

資料のご請求・お問い合わせは、
滋賀県ＰＴＡ連絡協議会「園児・児童・生徒24時間総合保障制度」係

※個人賠償責任保障は全プラン最高1億円の補償が付帯。

●年度の途中
　でもご加入
　いただけます。

　　　　0120-577-4157  

傷害補償 賠償責任補償 特定感染症熱中補償 育英費用補償自転車事故も補償

「園児・児童・生徒24時間総合保障制度」のご加入で自転車保険義務化に対応！
PTAが窓口の団体制度だから保険料が約55％割安！！

充 実 の 補 償 内 容

自転車損害賠償保険の加入が義務化となりました！！
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　過去にない 2,138 人の保護者からアンケー
トが集まり、そのアンケート結果をもとに、
第２回スマホ委員会が行われました。「おか
んがスマホを使用している時間別」分析から
「おかんへの提言」が作成され、「スマホを
見るより私を見て！」という本音トークがな
されました。

　滋賀県スマホサミットがその総まとめとな
ります。参加者は小中高校生 19 名、サポー
ターの大学生５名、大人 35名、コーディネー
ターは兵庫県立大学准教授の竹内　和雄先生。
　今回は大人もグループワークに参加しまし
た。「スマホ時代の保護者に考えて欲しいこ
と」として子どもと大人のスマホの使い方に
対する思いを話し合いました。大人側からの
心配や不安の声に対し、子どもたちから「ス
マホは無いものに触れることができる」「今
だからできることを楽しみたい」といった前
向きな意見が出されました。

　大人からは、理解しつつもダメなものはダ
メと「闘う親」であり続けるとの意見や、大
人もスマホに関する情報をよく知り、子ども
たちの「平成の常識」と大人たちの「昭和の
常識」をお互いに理解し、親子・家族で歩み
寄り話し合うことが大切など、子どもも大人
も本音でぶつかり合う良い意見交換ができま
した。

　話し合いの中でやはり使用について親子で
ルールを作ることが重要だという意見が多
く、「部屋ではスマホをしない」「充電器を
親が管理すれば良い」「パスワードを親が管
理する」などのアイデアを出してくれたのは
子どもたちで、「なるほど！」と感心する大
人も多かったようです。
　最後に子どもたちから出されたスマホ宣言
です。この思いが滋賀県すべての親子に届き
ますように。

滋賀県スマホサミット開催！
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県内各地から 534 名の参加者を得て本大会が開催されま
した。
今年度の北川　豊会長より、「ＰＴＡは、ぱっと、楽し

く、集まろうという気持ちで取り組んでほしい」とあいさ
つがあり、義務感から無理を重ねてしまいがちなＰＴＡ活
動も、もう少し軽やかであってもよいのだと感じました。
開会式では、滋賀県ＰＴＡ連絡協議会功労者表彰と「早

寝早起き朝ごはん」県民運動ポスターコンクールの優秀作
品表彰も行われました。引き続いて、滋賀県ＰＴＡが「大
会宣言」を大辻　典子研修委員長が提案され、承認されま
した。
大会後半の全体研修会は「文部科学省委託事業　ネット

モラルキャラバン隊」による研修会が三部に分かれて行わ
れました。
始めに、文部科学省 生涯学習政策局青少年教育課長補

佐 兼 青少年有害環境対策専門官　佐藤　貴大氏
の「青少年のスマホやインターネットをめぐる問
題に関する取組～安全・安心な利用のために」と
題した報告がありました。
次は､ ネット教育アナリストの尾花　紀子氏よ

り「ネットトラブ
ルの予防策とＰＴ
Ａが心がけたいこ
と」という基調講
演 が行われまし
た。スマホやイン
ターネットを使う
力を育てるには、
“ルール・マナー・
モラル”の３点を
意識することが肝
心であると話されていました。また、ネット時代
の子育てにいかしたい７つのポイントを挙げてお
られました。（別表）

最後は、安心ネット作り促進協議会会員　小木曽　健氏
によるトークセッションが行われ、保護者、行政、高校生
の代表がそれぞれ意見を出し合いました。
インターネットが取り巻く現代はとても便利で、メリッ

トが強調されますが、悪用する者も多いのが現実です。私
たち大人は、そういったことを子どもたちに教えていかな
ければなりません。しかし、セッションの中で問題につい
て高校生から出てきたのは“一緒に”という言葉でした。
スマホについて言えば、買う前に親子で調べ話し合う、ア
プリを入れる前に相談し合う、どう使うかを考える。
彼らの声は、この“一緒に”から逃げない姿勢が親の責

任なのだと示唆されているように感じました。　
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〜守ろう 子どもたちの笑顔と未来〜
　今年度末で、東日本大震災被災地への募
金活動は終了します。皆さまのご協力あり
がとうございました。

心のきずな61
教育支援基金

平成28年度滋賀県PTA募金総額
334,108円（29年1月末現在）

編集後記
特集では多くの学校に取材協力をし
ていただきました。紙面の関係で全
部載せられなくて残念です。　　　
ぜひＨＰにアクセスして
みてください。
(県 P H.P　
http://www.shiga-pta.jp/）

▲ 小原　莉子さん　　　　
甲賀市立甲南中部小学校　
２年

▲ 松谷　奏実さん　　　
近江八幡市立八幡東中学校
２年

  平成２８年度滋賀県ＰＴＡ連絡協議会「活動目標３」
「早寝・早起き・朝ごはん」を合言葉に、

食育と基本的な生活習慣の確立ができるように推進します。

平成28年度

受賞に輝くかたがた

優良PTA文部科学大臣表彰

滋賀県教育長賞

滋賀県ＰＴＡ連絡協議会会長賞

滋賀県青少年育成県民会議会長賞

日本PTA全国協議会会長表彰…団体の部

近畿ブロックPTA協議会会長表彰…団体の部

滋賀県PTA連絡協議会会長表彰…団体の部

日本PTA全国協議会会長表彰…個人の部

近畿ブロックPTA協議会会長表彰…個人の部

滋賀県PTA連絡協議会会長表彰…個人の部

彦根市立金城小学校ＰＴＡ

守山市立中洲小学校　　　 ５年生　樋上　陽平さん
彦根市立西中学校　　　　 ２年生　　間　紗佳さん

甲賀市立甲南中部小学校　 ２年生　小原　莉子さん
近江八幡市立八幡東中学校 ２年生　松谷　奏実さん　

草津市立草津第二小学校　 ４年生　林　　娃子さん
彦根市立中央中学校　　　 １年生　西原　澪史さん

竜王町立竜王中学校ＰＴＡ
高島市立大師山さくら園保護者会

野洲市ＰＴＡ連絡協議会
大津市立晴嵐小学校ＰＴＡ

高島市立今津中学校ＰＴＡ

大津市　江川　真理
彦根市　中村　千恵
湖南市　浅野　　勇

草津市　北島　泰雄
守山市　小林　幸子
高島市　石田　絢子

彦根市　奥井　郁子
長浜市　浅見　幸則
長浜市　常陸　和宏

東近江市　中村　泰秀
米原市　山名　賢司
甲良町　若林　幹也

長浜市　𦚰阪　直樹
野洲市　小澤　郁乃
高島市　谷田　　浩

県民運動

ポスターコンクール
入賞者

平成28年度

｢ みずいろ ｣は、次回発行の 100 号を記念して、
｢ＰＴＡあるある川柳」を募集します。ＰＴＡ
活動に関する喜怒哀楽を、笑いに託して詠んで
みませんか？あなたの力作、
お待ちしてます！詳しくは、
県ＰＴＡホームページをご覧
になってください。(ペンネー
ムでの掲載もＯＫです）

｢みずいろ ｣は、次回発行の 100 号を記念して、
PTAあるある川柳大募

集！
PTAあるある川柳大募

集
PTAあるある川柳大募

集
100号記念

（敬称略）


