
会長　山中　学

　第 61回滋賀県ＰＴＡ大会の幕開けは
八幡中学校「太鼓の会」12名による太鼓
演奏。会場のホールを埋め
た 600 名を越える参加者
は、一糸乱れぬ豪快な響き
に、惜しみない拍手を送っ
ていました。式典では、会
長挨拶、功労者表彰と大会
宣言（２・４頁参照）の採
択が行われました。

　などなど。場内は「納得！」とひざをたたきまくる音
で、再び太鼓演奏が始まったかと思うほどでした。「こ
れからもみんなで手をつないで、子育て・大人育ちの輪
を広げていきましょう」という佐々木副会長の挨拶で幕
を閉じました。大人自身も学んで成長していくことの大
切さを、改めて実感した大会となりました。

　続いて、「脳トレ」でお馴染み篠原菊紀
先生（公立諏訪東京理科大学教授）による
「子どもが勉強好きになる子育て」と題し
た講演が行われました。成績が低空飛行
を続ける子を持つ保護者（筆者を含めて）
が身を乗り出して聴いたのはもちろんで
すが、将来の認知症予防など大人自身にと
っても有用な情報満載でした。
　結論を言いますと、「ワーキングメモリ
ー（脳をメモ帳のように使う機能）を鍛え
ることが、成績アップと認知症防止に役立
つ」。その鍛え方についてもたっぷりと。
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親子での学びを誓う PTA 大会 

 　ＰＴＡは、子どもたちの健全な育ち
と豊かな心を育むことを願い、安全
に、安心して教育が受けられるように
保護者と教師が協力しあう任意の団
体です。また、社会教育関係団体であ
り、大人の生涯学習の一つの学びの
場でもあります。この本質に立ち返
り、大事にしたいことは何か、そのために必要なこと
は何かを考え、これからの時代にあったＰＴＡ活動に
変えていかないといけない時かもしれません。滋賀
県ＰＴＡ連絡協議会としては、皆さんに必要とされる
情報を発信し、共感・共有が広がっていくよう努めて
いこうと思っています。
　皆さんの中には、ＰＴＡ活動・役員をやって良かっ
たという方、大変で嫌だった方もあるかも知れませ
ん。これから役員改選が始まると思います。大変だっ
た、嫌だった方は、どこが大変だったか、ここをこう
したらもう少し効率よくなるのでは、などの建設的
提案を、よかったと思った方もどういったことが良
かったかをしっかりと、皆さんに伝えて来年度につな
げてあげてほしいと思います。なぜなら、ＰＴＡ活動
は、私たち大人の学びや繋がりが大事だからです。
私たちが活動している姿を子どもたちが間近に見
て、助け合いや協力する大切さを感じてもらえる機
会にもなると思います。笑顔あるＰＴＡ活動を皆さん
とともにやっていきましょう。

大人のあがく姿を見て子は育つ

●ほめ写（子どもの頑張ってる姿の写真）をリビン
　グに貼る
●本番前に不安を書き出す
●脳は入力より出力が大事
●賢さではなく努力をほめる
●わからなくてあがいている時に脳は活性化する
●オノマトペ（擬声語）を使って具体的な行動をイ
　メージする（パッと教科書を開く、など）と、やる
　気スイッチが入る

会長 あいさつ （抜粋）
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　友達と遊んでいる時、
その日あったことを目
をキラキラさせて話し
ている時、褒められた
時。家族と一緒にいる
時や親子で何かして
いる時などの回答もあ
りました。幸せを感じ
とれるのは、きっとそ
の時の子どもが『笑顔
いっぱい』だからだと
思います。私たちの心
も幸せにしてくれるス
テキな子どもからの贈
り物ですね。

　「おはようございます。はい、どうぞ」“らくぼーストラップ”をもらっ
た子どもたちは、思わずニッコリ。笑顔で「おはようございます！」
　夏のあいさつ運動で、小津小学校のキャラクター“らくぼー”のストラ
ップをＰＴＡの本部役員が配り、「気持ちのよいあいさつをしよう」と
呼びかけました。このストラップは、本部役員が一つ一つ、心をこめて、
時間をかけて手作りしたものです。また､“らくぼー”は小津に楽市楽座
があったという歴史にちなんだ「幸せを運ぶ妖精」で、ＰＴＡ主催の公
募で約250の応募作品から誕生しました。
　そして、今日も、“らくぼー”に見守られ、小津っ子たちは「おはよう
ございます！」と笑顔であいさつをしています。　　　　　　　　

小津小学校 PTA(守山市)

笑顔み〜つけた !!❶

前号に引き続き、アンケート結果から
ＰＴＡ会長さんの声を紹介します！

“笑顔さがしアンケート” 結果より

親として、子どもが幸せを感じている
と思う場面はどのような時ですか？QQQ

AAA  ♥一緒に笑い合っている時、抱き
　しめる時、大好きと伝える時
♥挑戦していることができた時、
　達成した時
♥親が心底笑っている時
♥自分が認められ、大事にされた時
♥今ではなく子どもが成長した後、
　「あの頃は幸せだった」と思え
　るようにしたい　笑顔で思い出
　を語ってくれる場面を数多く作
　ってほしいと願っている

今日の科学技術の発
展のもと社会は著しく変
化していきます。ＳＮＳ
（ソーシャルネットワー
クサービス）に代表さ
れるように、今の子ども
たちが育つ社会状況は親が育った頃とは異
なり、その当時の感覚だけでは子育てがで
きにくくなっています。だからこそ私たち
が学び合い、今の社会に生きる大人として
育っていかなければなりません。
そのためには、ＰＴＡ活動を通した学び

と地域との連携がますます重要になってき
ます。どんな社会になっても変わらないも
のがあることを忘れてはいけません。それ
は、親と子のつながり・親同士のつながり・
地域とのつながり、コミュニケーションの
大切さです。これらは見えにくいかもしれ
ませんが、共に生活し活動する中で得られ
るものだと思います。
この大会が、親育ちの場であり、子ども

たちのためにつながり合う場であることを
確認します。

• 私たちは、家庭・学校・地域社会との「つ
ながり」をより一層深めるための核とな
り、みんなで子育てできるＰＴＡ活動を
推進します。

• 私たちは、「いじめ」や「虐待」の防止
に努めるとともに、自らの人権感覚を磨
き、自他の生命や人権を大切にするＰＴ
Ａ活動を推進します。

• 私たちは、コミュニケーションツールの
使い方を家庭や学校で話し合い、子ども
たちが安心して成長していくためのＰＴ
Ａ活動を推進します。

• 私たちは、親同士の連携を密にし、子育
ての情報交換を活発にする中で、親育ち
のためのＰＴＡ活動を推進します。

• 私たちは、会員相互の研修に努め、子ど
もたちを取り巻く社会環境の変化に対応
できるＰＴＡ活動を推進します。

平成30年12月１日
第61回滋賀県ＰＴＡ大会

大 会 宣 言

決 　 議

笑顔であいさつ “らくぼーストラップ”

❶
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163人 ない

7人 無回答

130人 ある

水口小学校PTAの点検活動

笑

顔

さ

が

し

ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

の

ま

と

め

全

部

Ｈ

Ｐ

に

あ

り

ま

す

　今年度は猛暑や台風の
影響を受けたことも特徴
的でしたが、事業の内容
や運営方法を見直された
PTA が多かったようで
す。「運動会の個人テン
トの廃止（区民のテント
に入り、地域連携をめざ
すため）」のように、“PTA
で決めていくこと”に意味

があるなぁと思う回答もありました。
　「連絡に LINE を活用（紙がわずらわしい）」のように、運
営方法の工夫はもちろん、会議の回数の見直しなど効率よくで
きることがポイント。現状に合わせた役員・委員の人数・配置・
免除・選び方は、“みんなが納得“のための必須なのかも !?

今年度のPTA活動・運営で変更・改革されたことが
ありますか？ QQQ

AAA

「ある」と回答された中から変更・改革と理由（抜粋）

　今年度第３回目の市町連Ｐ会長会は、甲賀市で
「通学路の安全」などについて活発な情報交流が行
われました。通学路点検にはおうみ通学路アドバイ
ザー（各小学校区に一人選任されている）と一緒に
回ると現状をよく知ってもらえてよいとか、改善を
要望する危険箇所の現場立ち合いには、学校・警察・
管轄している国・県・市の担当者などにも同行して
もらうと責任の所在がその場で明白になり、速い対
応につながったという事例が紹介されました。また、
役所に要望に行く時は回答が得られるまでその部署
で待ち続けるという会長さんのエピソードや、該当
の自治会長さんと共に行くほうが効果的であるなど
のアドバイスも出てきま
した。
　子どもたちの“いのち”
を守るための活動を真剣
に取り組まれている気迫
を感じました。

市町連P会長会開催
11月25日㈰　於 水口中央公民館（甲賀市）

役員選出方法の変更 役員の選出で男女の候補者比率に開きがある
ため、来年度から候補者は代表者に変更

各部で割り当てられている
あて職の数を一覧にまとめ
可視化した

児童減にともない負担を見直してほしいと声
があがったから

会則改正など 役員を免除される対象者数を減らす
個人情報保護法改正により全Ｐ会員への同意書

年号の平成表記を西暦表記
に変更

平成が終了し、西暦表記にすることで今後一律
して使っていける

バザーについて

→廃止　インターネット売買が増えて提供品
の収集が困難な上、労力等の負担が大きい

→変更　PTA予算が確保できない中、収入に
なるように、やむを得ず研修委員会の活動をバ
ザーに変えた

PTA総会時、PTAの意義を
説明　　　　　　　

保護者全体に協力をお願いすることが多いの
で、興味を持ってもらい、活動に前向きになっ
てもらうため

PTA活動について通学路に
おいてのアンケートを実施 PTAがどう思われているかを把握したかった

死角となる植栽の撤去 不審者対策、環境整備の軽減

夏休みのプールの制限 暑さのため熱中症になるのを防ぐため

父親による読み聞かせや行
事ごとのボランティア

母親だけでなく父親にも園行事や園児にふれあ
う機会をもうけPTA活動の内容を知ってもら
う一つのきっかけになればと思っている

部活体験活動の新規取り組み 親が子どもの部活を体験することで、子どもの
頑張りを理解し、コミュニケーションを図る

今年から「防災学習」事業
をスタート

近年の災害を思い、生徒たちと地域の一員であ
ることを自他ともに認識してもらうために継
続事業として実施

　生徒会役員・先生・保護者、そして“学び舎会”
の皆さんが、２日がかりで洗浄と塗装の作業を
行いました。生徒たちは服が汚れるのも気にせ
ず、大人メンバーとも和気あいあいと作業を進
めます。真ん中に生徒会シンボルマークをデザ
インして、ゴキゲンなデキに笑顔…。
　さて、“学び舎会”とは !?　堅中の歴代PTA会
長の会であり、グランド整備や記念植樹など堅
中の支援活動をしてくださっている団体です。
　今回は生徒たちに愛校心を持ってもらえるよ
うにと、学び舎会会長と現PTA会長とが一緒
に企画しました。PTAの先輩方が子どもたち・
学校・PTAをいつも応援してくださることに感
謝しつつ、子どもたちが楽しい思い出を心に刻
める活動を続けていきたいと思います。

堅田中学校PTA(大津市)

堅田中学校の体育館横の通称“プラザ”
鮮やかなみどり色に変身!!

みんなの手形も残したよ~

堅田中学校の体育館横の通称“プラザ”

　　笑顔み〜つけた !!❷❷
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チャブ保険は、大切なお子さまを

 24時間お守りします。
こども総合保険 :ケガ・育英費用・賠償責任を補償!! 

www.chubb.com/jp

Chubb損害保険株式会社

チャブ保険は、大切なお子さまを

 24時間お守りします。
こども総合保険 :ケガ・育英費用・賠償責任を補償!! 

www.chubb.com/jp

Chubb損害保険株式会社
L1810246
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滋賀県PTA連絡協議会
「園児・児童・生徒24時間総合保障制度」

 保障制度の特徴！！
1．団体割引等により個人で契約するよりも保険料は約55％割安！
2．お子さまの傷害（ケガ）・特定感染症・熱中症の補償！
3．個人賠償責任補償は、お子さまはもちろん同居のご家族も対象！
4．各種サービスをご利用いただけます！
　　①メディカルアシスト（各種医療に関する相談に応じます。24時間365日受付）
　　②デイリーサポート　（介護・法律・税務のご相談）

団体割引等により個人で契約するよりも保険料は約55％割安！
滋賀県

自転車条例
対応！

新年度の加入手続き書類は、4月初旬に学校園を通じてご案内いたします！

保障制度のお問合せは、下記代理店へお願いします。
「園児･児童・生徒24時間総合保障制度」係

TEL : 0120-577-415 （平日9：30～17：00）
(株)アーク･スリー・インターナショナル
取扱保険代理店

保険・保障等、加入を検討していたけど、ついうっかり忘れていた！
子どものクラブ活動や活動範囲が広がったので検討が必要！と思われている
皆様、当保障制度は補償期間の途中からでもご加入いただけます！！
全プラン「熱中症」補償も付帯しております。

PTA広報紙に漫画を載せるのが長年の夢だった。これまでそれができなかった理由
は３つ。（多分）
①広報委員長の頭が固い !?　②描ける人がいない 　③批判されるのが怖い 　
今年度、①は軽くクリアした。委員会の中に描ける人もいた。③については開き直っ

た！　じゃなくて委員会全体でどーんと受け止める覚悟を決めた。かくして世界PTA
史上画期的な４コマ漫画掲載が実現したのである！
これを見て「PTAも（良い方向に）変われるんだ」というメッセージを受け取って

いただければ幸いである。ご批判は広報委員長まで ！ (委員Ｋ)

編集後記

平成30 年度 受賞に輝くかたがた
日本PTA全国協議会会長表彰

近畿ブロックPTA協議会会長表彰

滋賀県PTA連絡協議会会長表彰

文部科学大臣表彰
大津市立田上中学校ＰＴＡ　
彦根市立彦根幼稚園ＰＴＡ

長浜市立びわ北小学校ＰＴＡ

彦根市立城北小学校ＰＴＡ
草津市立玉川中学校ＰＴＡ

大津市 皆川　香織
草津市　港　富士子
守山市　斎藤　一馬
東近江市　大橋　義男

長浜市　古池　直子    
栗東市　村嶋佳修美  
高島市　尾中　一彦
多賀町　勝間　　治

大津市　江川　真理
彦根市　安達　　昇
守山市　斎藤　一馬
東近江市　大橋　義男

守山市　森川作右門
野洲市　八木　芳良
竜王町　山中　　優

大津市　皆川　香織
長浜市　田中　昌幸
湖南市　大澤　一通

草津市　松浦　洋子
野洲市　橘　　円

（野洲市教委推薦）

（敬称略）

※“PTAあるある川柳”（みずいろ100号記念で
　募集）を題材に作成しました。
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