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～脳の弱点をつく依存のメカニズム～

第24号
「参加者二〇〇人余！
楽しく交流を深めた懇親会」

ホームページURL http://www3.ocn.ne.jp/~shipren

平成27年３月
新潟市小中学校
Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会
新潟市中央区幸西
3－3－1 新潟会館

大宮会長挨拶

新潟市
講演「子どもたちに伝えたい、タバコの真実」

講演・原田 久 先生

250人余の方が参加した講演会･協議会

度は、日本ＰＴＡの公益社団法人化に
伴う日Ｐ事務局の不手際により、加入
ができませんでした。今年度に入って、
本部会・理事会で検討を重ねてきまし
た。その結果、一一月八日の第三回理
事会で加入申請の決議をいたしました。
その結果を踏まえて、一一月一八日、
日本ＰＴＡ事務局を訪ね、直接日Ｐ会
長に加入申請書を手渡しして参りまし
た。その結果、来年度からの日Ｐ加入
が決定いたしました。
そこで、来年度は市Ｐ連会費を日Ｐ
の会費分一〇円を値上げして一二〇円
とする案を一月二四日の理事会で提案
させていただきました。来年度の総会
で決定することですが、単Ｐの予算に
関係してきますので、前もってお話し
させていただきました。
次に、皆さんのテーブルにあります。
「学校・ＰＴＡ連携緊急対応」につい
てです。市Ｐ連本部役員と市小中学校
校長会役員と協議・検討いたしまして
作成させていただきました。この後の
グループ協議の前に、緒方校長先生と
本間市Ｐ連副会長から説明をさせてい
（※資料別紙）
ただきます。 
三番目はお願いですが、一般社団法
人新潟県安全互助会の小中学生総合補
償制度についてです。二月下旬ごろ各
学校に加入案内が届きますので、確実
に全保護者の手に渡るよう各学校・単
Ｐでの配布をお願いいたします。
最後になりますが、年度の終わりの
この会が皆様にとって有意義な会にな
る事を祈念いたしまして、挨拶とさせ
ていただきます。

新潟市ＰＴＡ交流会開催

新潟市小中学校ＰＴＡ連合会の二六
年度最後の事業「新潟市ＰＴＡ交流会」
が、去る一月三一日（土）午後、ＡＮ
Ａクラウンプラザホテル新潟を会場に
開催されました。
第一部（講演会とグループ協議）の
参加者が二五〇人余、第二部（懇親会）
の参加者が二〇〇人余で会場があふれ
ました。これらの様子については市Ｐ
連のホームページにも掲載してありま
すので、ご覧ください。
当日の大宮一真市Ｐ連会長のあいさ
つの概要は、以下の通りです。
「日Ｐ加入決定と会費十円値上げ！」

日頃より、市Ｐ連の活動にご理解、
ご協力をいただき感謝申しあげます。
また、お忙しい中、新潟市小中学校校
長会役員の方々をはじめ多数の先生方
からもご出席いただき、誠にありがと
うございます。
本日は、協議会の前に、聖マリアン
ナ医科大学神経精神科原田久先生から
ご講演をいただきます。貴重なお話を
聞けることを楽しみにしております。
宜しくお願いいたします。
さて、この場をお借りして新潟市Ｐ
連の現状について二点お話しさせてい
ただきます。
先ず初めに、公益社団法人日本ＰＴ
Ａ全国協議会加入の件です。市Ｐ連は、
昨年度新潟県ＰＴＡ連合会から独立し
て活動してまいりました。二年前のこ
の会で臨時総会として県Ｐからの独立
と、日本ＰＴＡには今まで通り加入す
ることを併せて決議しましたが、昨年

【グループ協議会の話題について】

今年は約四五分という短時間のグ
ループ協議会でしたが、各テーブルで
は例年通りたくさんのことが話題にな
りました。詳細は、市Ｐ連ＨＰをご覧
ください。
〈主な協議内容〉
・ＰＴＡ役員の決め方
・三役
 はやっぱり大変だ！（参考にな
ることや楽しいことも多いけど）
・ふれ合いスクールとＰＴＡの関係
・「バ
 ザー」に関するいろいろな問題・
いじめへの対応（保護者と学校）
・子どもの学校での出来事への対応
・ふれ合いスクールの運営とＰＴＡの
関係
（ＰＴＡだけでやっている学校も）
・地域との交流（よいこと、悪いこと）
・地域コミ協と学校・ＰＴＡの関係
・ＰＴＡ行事の持ち方、参加者の減少
・通学の問題（バス通学の負担）
・夏休みのプール開放とラジオ体操
・学級崩壊への教育委員会と学校対応
・父親のＰＴＡ活動参加（おやじの会）
・市Ｐ連や区Ｐ連はどう違うの？
・現役ＰＴＡ役員への支援（経験者が
バックアップ）
〈市Ｐ連と校長会が当日提案した「緊
急対応」について〉
・発生した実際の問題状況に合わせて
対応することが大切だ。
・問題解決に当たって、当事者の話し
合いにきちんと校長（学校側）やＰ
ＴＡ会長が加わっていることが大切。
グループ協議会

閉会の挨拶・吉田副会長

講演会
万歳三唱・本間中央区Ｐ連会長

付
受
全体司会・中澤副会長
感謝状受賞・下山中ＰＴＡ
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各区Ｐ連の活動

平成二十六年度を振り返って

・会場 江南区文化会館 ホール
【北 区】
・主題 「考えよう子ども育！」
～知識基盤型社会と
○ 研究大会
グローバル社会～
・期日 一一月一五日（土）午後
・形式 講演 実践発表 演奏発表
・会場 北区文化会館
・講師 アジア支援機構代表理事
・主題 「今 大切にしたいこと」
～親子の絆～
池間 哲郎 様

・形式 講演会
・参加者 四〇〇名
・講師 コミュニケーション・クリエーター
○ 区Ｐ連事業についての反省
市Ｐ連研究大会を兼ねての研究会で
ちゃい 文々 様

あり、東区の全小中学校の単Ｐの協力
・参加者 約二〇〇名
を得て実施することになった。各会員
○ 区Ｐ連事業についての反省
からは、大会終了後、仕事をなしえた
講師は、新潟日報朝刊ＮＩＥのコー
ことへの成就感を異口同音に聞くこと
ナーに月一回イラストを掲載中で親子
ができた。すばらしい機会を与えてく
間や夫婦間のコミュニケーションスキ
ださったことに感謝する次第である。
ルのワークショップ等たくさんの講演
をされている方である。参加者も日ご
【中央区】
ろの親子の絆について振り返ることが
でき、大好評だった。また、アトラク
○ 研究大会
ションとして地元の「松浜太鼓」の皆
・期日 一二月一三日（土）
さんから演舞していただいた。郷土芸
・会場 ホテルイタリア軒
能 と し て、 と て も す ば ら し い 演 舞 で
・主題 しあわせ脳に育てよう
あった。更に、今年も各幹事校のＰＴ
～脳育ての黄金ルール～
Ａ役員がそれぞれの仕事を分担し、協
・形式 講演会
力して行うことができた。
・講師 （株）感性リサーチ
区内各小中学校ＰＴＡとの情報交換、
代表取締役社長 黒河伊保子 様

親睦を図るため、年二回の懇親会を実
・参加者 一三六名
施した。とてもよい雰囲気の中、有意
○ 区Ｐ連事業についての反省
義な情報交換の機会となった。
平成二七年度に四小学校が統合する
ため、総会及び交流会で今後の組織・
【東 区】
運営について協議した。役職・研究大
会の割り振り等について今後数年分に
ついて決まったが、細部については今
後さらに詰めていく必要がある。また、
○ 研究大会
・期日 九月二七日（土）午後
（
 ※市Ｐ連研究大会を兼ねて実施）

昨年に引き続き交流会が行われ、研修
会も含めて活発な意見交換を行った。
研究大会を一二月に行ったが、寒い時
期であり子どもの受験にも重なる等の
理由から、開催時期をもっと早めにで
きないか、という意見が寄せられた。

【江南区】
○ 研究大会
・期日 一一月九日（日）午後
・会場 江南区役所ホール
・主題 子どもたちのためにできること
～夢の実現のために～
・形式 講演会
・講師 新潟アルビレックス ベ･ースボー
ル・クラブ監督
ギャオス 内藤 様

・参加者 約三五〇名
○ 区Ｐ連事業についての反省
五月に総会、十一月に懇親会と講演
会を開催した。どの会も有意義な会と
なった。特に懇親会では単Ｐの活動の
情報を交換しながら懇親を深めた。

【秋葉区】
○ 区Ｐ連大会
・期日 一二月一三日（土）午後
・会場 秋葉区文化会館
・内容 音楽
 に親しみ、子どもを支援
する親の役割を考えてみた。
・形式 音楽の集い 講･演
・講師 盲目のシンガーソングライター
佐藤英里さん 母・恵美様

・参加者 約二〇〇名
○ 区Ｐ連事業についての反省
秋葉区の大会当日は、あいにく大雪

区】

の天候だったがほぼ予定通り参加して
いただき無事開催できた。当日参加も
含め、新しい秋葉区文化会館で音楽と
講演会を楽しむことができた。会場費
や演奏に関わる装置等で、予定外に費
用がかかった。事前に支出予定をしっ
かり確認する必要がある。

【南

区】

○ 区Ｐ連大会
・期日 一一月八日（土）午後
・会場 白根カルチャーセンター
・主題 会員の交流の機会を設け、親
睦を図る。
・形式 フロアカーリング、懇親会
・講師 南区体育指導員 八名
・参加者 一〇〇名
○ 区Ｐ連事業についての反省
春の総会では、各校の役員が南区の
実情を知り情報交換をすることができ
て、有意義だった。研究大会は、恒例
のフロアカーリング大会を行った。地
区担当者同士の引継ぎがスムーズにで
き、準備も効率的にできた。フロアカー
リング大会は、交流と親睦を深めるこ
とがねらいであり、南区の特色ある活
動と自負している。

【西

○ 研究大会
・期日 一一月二二日（土）午後
・会場 日本文理高等学校大体育館
・主題 「 親
 子の絆はちょっとしたこ
となんだ」
・形式 講演・講座・実演
・講師 アルビレックスチアリーダーズ

（4）
平成27年３月２日

トップメンバー 様

・参加者 約三二〇名
○ 区Ｐ連事業についての反省
今年度はいろんな新しい企画にチャ
レンジした。
（スローガン
「情熱・進化」
を掲げたこと、研究大会で講演と身体
運動を試みたこと、参加者を親子及び
一般に広げたこと、大会の参加目標を
一、〇〇〇人としたこと等）

ていただいている。感謝に堪えない。
・区Ｐ連の組織・運営について区内で
共通理解を図るとともに細部をさら
に検討する必要がある。
・南区は中学校区を中心とした四つの
ブロックがローテーションを組んで
秋の研究大会を運営したり、研修会
に参加したりしている。各ブロック
で小中学校が連携して円滑に活動で
きているので事務局としてとても助
かった。また、ブロックを超えての
情報交換が活発に行われ、とてもプ
ラスになった。
・新しい試みを実施したことで区Ｐ連
の理事に期待と心配をかけた。
・区Ｐ連研究大会に、江南区育成協議
会から協力を得ることができた。次
年度以降も育成協の協力を得ていく。
区Ｐ連研究大会が江南区の児童生徒、
及び保護者や地域にとって実りある
ものにしていきたい。

・形式
・講師
一三三名

吉田美穂子

様

ＮＴＴドコモあんしんインストラクター

○ 研究大会
・期日 九月二〇日（土）午後
・会場 岩室地区公民館
・主題 「ケータイ安全教室」
～子ど
 もを被害者、加害者に
させないために～
講演会

【西蒲区】


・参加者

【会計・助成金に関わる
反省・感想】


【区Ｐ連運営全般の反省と
市Ｐ連への要望】


・区Ｐ連内の連絡は、メールで行った。 ・市Ｐ連の助成金は、すべて研究大会
しっかりと連絡調整ができたので、
の会場費や講師謝礼、交通費等に使
幹事校同士の連携はとてもよかった
わせていただいたので、助成金はあ
と思っている。また、市Ｐ連事務局
りがたい。今後も、計画的に執行し
とも連絡を密にできたことは、とて
ていく。
もよかった。不明な点について、相
・助成金も十二分にあり、各役割分担
談するとすぐに対応していただき、
からの要望にも応えることができた。
とても感謝している。
講師の招聘には、それ相応の金額を
・市Ｐ連の事業については、引き続き
必要とすることから、助成金の額は
今年度同様魅力のある事業を開催し
とても重要である。
ていただくことを希望する。
・助成金が増額されたことで、区Ｐ連
・市Ｐ連から区Ｐ連や単Ｐをよく支え
の活動が充実したものになった。今

後も、助成金を有効に使って、会員
の資質向上・交流の促進に努めてい
きたい。
・秋葉区ＰＴＡ大会については今年度
一〇万円の補助があり、たいへん助
かった。
・計画的に執行することができた。
・区Ｐ連の大会を実施する場合、他の
内容に比べ、フロアカーリングは会
場費や謝礼も比較的安価で済むため、
景品代などを充実させることができ
た。昨年度に比べて増額になったお
陰で、準備委員会の交通費を支払う
ことができた。
・たくさんの助成金をいただき、感謝
している。今年度は講師謝礼が必要
なかったので、会計執行に余裕がで
た。今後のことを考えると、今回の
ように無理をして単年度で予算を執
行せずに、次年度へ繰り越して（予
算のかかる）知名度のある講師をお
呼びする時に使うのでもよいのでは
ないだろうか。
・前年の繰越金で不足分を支払った。
・助成金が多く大変ありがたかった。
事業の継続には不可欠である。大会
の講師が前年度に決定されており、
予算不足が心配されたが、増額され
たので余裕を持って実施することが
できた。
・前年度までの予算額より少なくなっ
ていて困った。予定を組んでいて五
万円位不足だったが、追加をしても
らった。要らない時には返すので、
今年のように柔軟に執行していただ
けるとありがたい。

平成二十七年度

主な事業予定

ⅲ 実践発表
ⅳ 講演会
広報紙セミナー（県Ｐと共催）

① 総会・年度初め研修会
期日 六月六日（土）午後二時～
会場 ＡＮＡクラウンプラザＨ新潟
② 専門部会別情報交換会
期日 六月二七日（土）午後
会場 東京学館新潟高校（テルサ隣）
③ 市Ｐ連研究大会
期日 一〇月一七日（土）
会場 朱鷺メッセ
内容 ⅰ オープニング
ⅱ 開会式

④

ＡＮＡクラウンプラザＨ新潟

期日 六月一六日（火）
会場 新潟会館
⑤ 新潟市ＰＴＡ交流会
期日 二月六日（土）午後

会場

⑥ 家庭教育フォーラム
※内容・日時未定（市
 教委との共催）

編集後記

思いの外少雪な冬が去り、新し
い春が巡ってきました。市Ｐ連に
とって、過去五年間は改革の連続
でした。来年度は、日Ｐへの加入
に伴い、日Ｐ・関ブロＰそして県
Ｐと手を携え、新しい一歩を踏み
出すことになります。  （Ｈ）

