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市Ｐ連 は 変わります！
新潟市小中学校ＰＴＡ連合会は、
「学校の応援団」
として各単位ＰＴＡ、市内の小中学校、
そして子どもたちのために頑
張る大人たちを全力で応援します。委員会活動の充実、
ＰＴＡ役員研修会での情報発信、各区担当副会長の配置など、
子どもたちの健全育成に寄与すべく活動して参ります。
ＰＴＡは必要です、共に頑張りましょう！

役員の方々

総会の決定に基づく事項を処理する
市Ｐ連執行部のメンバーです。

田中

「よろしくお願いします」平成29年度の新潟市P連本部役員・事務局です。
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・教育問題委員会
・環境対策委員会
・広報委員会

理事会

新潟市小学校長会

単位PTA

専門委員会

各区P連の会長と事務局校
●北区(21校)
会 長 羽ヶ﨑 章(松浜小)
事務局 松浜小学校

●中央区(28校)
会 長 太田 光昭(白新中)
事務局 白新中学校
公益社団法人 日本

新潟市教育委員会

北区内

単位PTA

市Ｐ連は8つの区Ｐ連支部組織から
成り立っています。
今後の活躍にご期待下さい。

●東区(20校)
会 長 大倉 裕之(山の下中)
事務局 山の下中学校

新潟市小中学校PTA連合会組織図 （平成29年４月１日現在）
新潟市小中学校PTA連合会

各区P連

●江南区(16校)
会 長 横木 一洋(曽野木小)
事務局 曽野木小学校
●秋葉区(18校)
会 長 姉崎 浩二(阿賀小)
事務局 阿賀小学校
●南区(17校)
会 長 今井
剛(白根第一中)
事務局 白根第一中学校
●西区(26校)
会 長 中山 奈美(五十嵐中)
事務局 五十嵐中学校
●西蒲区(19校)
会 長 桑原 久満(巻東中)
事務局 巻東中学校

活動報告
総 会

年度初め研修会

平成29年度新潟市小中学校ＰＴＡ連合会
「総会」
を開催しました。
6月3日(土)午後2時からANAクラウンプラザホテル新潟

「年度初め研修会」
を開催しました。
6月3日(土)の総会終了後、同会場にて
「年度初め研修会」
を

にて総会を行いました。市内単P会長、各区小中学校長代議

開催しました。
「地域と学校を結びつけるためのＰＴＡの役割」

員など249名の参加がありました。

と題してパネルディスカッションを行いました。コーディネー

議事として、規約改定、平成28年度事業・決算報告、平成

ターとして市地域教育推進課宇ノ井修二さん、パネラーとし

29年度役員選出・事業計画・予算案の審議が行われ、いずれ

て中野山小学校ＰＴＡ会長佐藤学さん、山の手コミュニティ協

も可決承認されました。また市Ｐ連として、平成30年度に新

議会横山義男さん、日和山小地域教育コーディネーター小島

潟にて開催される日本ＰＴＡ全国大会の準備や、
「教育問題」
、

良子さん、新通小学校長伊比宗宏さんが登壇されました。

「環境対策」
、
「広報」
の３委員会の取組みなど、積極的に活動

まず、各立場での取組事例などについてスライドを使っての

していくことが 確 認さ

報告があった後、パネラーそれぞれの異なる立場からの正直

れました。

な思いや苦労などについて有意義な意見交換がなされまし

※
「総会要項」
、
「総会議事

た。また、地域と学校の連

録」は市P連ＨＰに掲載して

携に向けた様々な課題が

あります。ご参照ください。

引き出され、参加者はそ
れらを再認識することが
できました。

PTA役員研修会「( 専門部会別情報交換会」改め)
子どもたちの健やかな成長を願い意見交換。
６月２４日(土)午後、東京学館新潟高等学校にて７５校の小中
学校単Ｐより２１４名が参加しました。○正副会長、○学年、○
文化教養、○広報、○健全育成、○保健体育の6部会について
１０名前後で計２１のグループに分かれ、会場ごとにロの字型、
円形など話し易さを配慮した形に座って進められました。

広報紙セミナー
思わず読みたくなる広報紙とは？
6月8日（木）新潟日報社の吉岡和彦様を講師にお迎えし
広報紙セミナーを開催しました。

参加者の８割以上が新任で、
４月の引継ぎよりまだ日は浅

①興味の湧く見出し②誰もが分かる言葉で③伝えたい事を

いのですが、不安を抱えつつも各自が計画に沿って活動して

最初に書く④校内アンケート結果の掲載など、読みたくなる

いるとのことでした。今回の研修を今後のＰＴＡ活動に活かそ

広報紙へのヒントをたく

うと強い意志に満ち

さん頂きました。来年も

あふれ、児童・生徒の

開 催 予 定 、皆 様 の 参 加

健やかな成長を願う

お待ちしております。

熱い会話が交わされ
ました。

小・中学生総合補償制度
●元気すぎるから心配。そんな親心を支えます。 ●お子様の24時間を補償します。
〈幹事引受保険会社〉 ㈱東京海上日動火災保険
〈非幹事引受保険会社〉㈱共栄火災海上保険／㈱三井住友海上火災保険
㈱損害保険ジャパン日本興亜／㈱AIU損害保険
〈引受幹事代理店〉
㈲新潟コーリン
〈非幹事代理店〉
㈱あんしん21

詳しい内容につきましては、下記までご連絡をお願いします

（一社）新潟県PTA安全互助会 TEL：025(280)0456
H P : www.ngtknpta.jp/gozyokaitop24.html

新潟市小中学校PTA連合会の取組み
いじめ、不登校、スマホ、家庭教育力低下など、子どもたちを取巻く
環境は複雑化し、多様な課題を抱えています。
新潟市小中学校PTA連合会としては、
少しでも子どもたちに寄り添い、
健全に成長できる環境づくりを支援するため、以下の3つの委員会を
立ち上げ活動を始めました。

教育問題委員会
目

的

子どもを取巻く様々な
教 育 問 題 の 解 決 には 、
PTAの活性化が不可欠
と捉 え 、様 々な 教 育 問
題、とりわけ家庭教育の
充実を図ることを目的と
しています。

具体的活動

達成目標

●親子を通じた教育への

PTAの目的や活動の進
め 方 等 の 理 解を深 め 、
各単 位 PT Aの適 正な組
織運営や、進むべき方向
の手がかりとして頂ける
ようなハンドブック作成
に取り組みます。次年度
発刊に向けて、今年度は、
骨子確立を目指します。

取組み

● PTAの活性化、会員意

識向上のための取組み
● 任意加盟問題や子ども
の貧困問題への対応
●三行詩コンクールの啓
発周知
●いじめ防止活動

委員会メンバー
委員長 南雲 貴広（坂井輪中）
委 員 脇屋 淳子（東石山中）
松澤浩一郎（潟東小）
羽ヶ﨑 章（松浜小）
長北 政和（山の下小）
斎藤 雄介（臼井中）
北村
功（青山小）
酒井 博史（中之口西小）
渡辺 真也（小学校長会）
伊比 宗宏（小学校長会）

環境対策委員会
目

的

子どもたちを取りまく
環境問題のうち、スマー
トフォン、SNS、インター
ネット等の適切な利用を
推進することを目的とし
ています。

具体的活動

達成目標

●SNS新潟ルール（仮称）

来年度より新潟市内の
小 中 学 校 で 児 童・生 徒
および 保 護 者 が 一 体と
なったS N S 等 の 利 用に
関する取組みを企画し、
各単Pで推進できる素材
を提供します。

の策定

● 推進活動の周知のため

の啓発活動

●研修会の企画

委員会メンバー
委員長 和氣
彰（金津小）
委 員 長谷川雅朗（葛塚東小）
古川 光明（赤塚中）
清水 浩幸（岡方第二小）
太田 光昭（白新中）
佐藤 吉昭（横越中）
姉崎 浩二（阿賀小）
熊倉実奈子（臼井小）
桑原 久満（巻東中）
若月 弘久（中学校長会）

広報委員会
目

的

PTA会員意識の向上と
活動の活性化を図るため、
ＰＴＡ活動に関する情報
を積極的に提供すること
を目的としています。

具体的活動

達成目標

● 新潟市小中学校ＰＴＡ

教育問題委員会、環境
対策委員会での研究成果
等を分かり易く提供して
いきます。このため年３回
発行する広報紙は、
まずは
皆さまに手に取って読ん
で頂けるような紙面づく
りを目指します。

連合会広報紙の編集
（7月、12月、3月）

●ホームページの充実
●広報紙コンクールの開催
●他広報関係資料の作成
● 以上の媒体をより良い

ものとするための検討

委員会メンバー
委員長 小見
委 員 南雲
星野
岩田
大倉
横木
伊藤
鈴木
髙橋

直樹（丸山小）
保子（白山小）
寛子（白根一中）
尚志（南万代小）
裕之（山の下中）
一洋（曽野木小）
伸哉（小合中）
康範（五十嵐小）
昌也（中学校長会）

Ｈ30年全国大会を新潟で開催します！
公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会は、子どもたちの健やかな育成と教育環境の向上、社会教育及び家庭
教育の充実を目的とした全国組織です。
平成30年度に第66回日本ＰＴＡ全国研究大会が新潟で開催されます。これまで、実行委員会を立ち上げて
検討を進め、全国から集う約8千人のＰＴＡ会員と有意義な情報交換ができるよう準備を進めています。
私たちのふるさと新潟での開催です！多くの方々からご参加いただきたく、宜しくお願い致します。

平成30年８月24日
（金）分科会（県内10会場）
８月2５日
（土）全体会（アオーレ長岡、ハイブ長岡）
『教育は未来を拓く 新潟発

米百俵の精神！』
（案）

〜新潟に集い、語ろう、未来のひとづくり〜

分科会

領域

会場

大会シンボルマーク

第1分科会

組織運営

上越文化会館

第2分科会

家庭教育

燕三条地場産センター

第3分科会

学校教育

長岡グランドホテル

第4分科会

地域連携・広報活動

見附市分化ホール アルカディア

第5分科会

情報と人権

柏崎市文化会館 アルフォーレ

第6分科会

環境教育

両津文化会館

第7分科会

国際理解

南魚沼市民会館

第8分科会

健康安全

ANAクラウンプラザホテル
（新潟市）

特別第1分科会 日本PTA担当

新発田市民文化会館

特別第２分科会 文部科学省担当

朱鷺メッセ
（新潟市）

新潟市小中学校ＰＴＡ連合会
ロゴマークを募集します
新潟市小中学校ＰＴＡ連合会は、各区Ｐ連
および単Ｐとの連携を図り、活動情報を
広めていこうと考えています。
そこで、新潟市８区の絆をコンセプトとし
た市Ｐ連のロゴマークを募集します。
下記ホームページの応募要項をご覧いた
だき、ぜひご応募ください。
新潟市小中学校PTA連合会

平成29年度の主な行事予定
子ども達のために気づきと吸収の場に参加して
出会いの輪を拡げましょう！
日本PTA全国研究大会
日時
会場

日時

記

平成３０年に日本ＰＴＡ全国研究大会が新潟で行
われます。広報委員会では、必要な情報や活動
状況がわかりやすく発信できたらと考えていま
す。そしてこれからも、各区Ｐ連や単Ｐの活動を
紹介し、多くの皆さまに様々な取組みを伝えて
いけたらと考えていますのでよろしくお願いし
ます。（H.H）

8月25日㈮ 13：00〜
仙台市体育館ほか

26日㈯ 9：1０〜

関東ブロック研究大会
会場

編 集 後

未来を担う子どもたちへの愛を表現
しています。
トキの親子は、大人が子
どもを育てる思いを表現しています。
新潟県のコシヒカリでPTAの輪を表
現しました。

10月21日㈯ 13：00〜 22日㈰ 9：3０〜
群馬音楽センターほか

新潟市PTA研究大会 秋葉区大会
日時

11月11日㈯ 13：
２０〜

会場

秋葉区文化会館

会場

ホテルオークラ新潟

新潟市PTA交流会
日時

2月10日㈯ 13：3０〜

広報紙「新潟市PTA」発行
年3回/7月、12月、3月

