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彰

演奏・講演会

ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟を会場に開催されました。

表
大宮一真会長の挨拶の後、平成二十
八年度「市Ｐ連研究大会江南区大会」
の事務局校を務めた大淵小学校ＰＴＡ
（小澤健会長）の表彰と「第三十八回
全国小中学校ＰＴＡ広報紙コンクー
ル」に新
潟市代表
として応
募した小
学校六校
中学校四
校の新潟
市表彰が
行われま
した。

ゆ

げ

新 潟 市 中 央 区
幸西３－３－１
じょいあす新潟会館

平成二十八年度「新潟市ＰＴＡ交流会」が去る二月二十五日（土）

平成29年３月

今年の講演は放浪の合唱作曲家弓削
た けんすけ
田健介氏を講師に迎え、トーク＆ライ
ブ形式で「いのちと夢のコンサート」
が行われました。ハナミズキから始ま
り、全十二
曲を体験談
を織り交ぜ
ながら、透
き通るよう
な声での熱
唱に、涙を
流されてい
る参加者が
沢山いらっ
しゃいまし
た。

グループ協議

24

和氣彰副会長によるスマホの所持率
や子供たちに与える影響などの説明の
後「ＳＮＳ、スマホ、ＰＣが抱える問
題点」をテーマに テーブルに分かれ
てグループ協議が行われました。スマ
ホが当たり前にある現状において、ル
ールを作る必要があるのではないか。
親のルールも必要なのではないかなど、
保護者、ＰＴＡ、学校などそれぞれの
立場での意見交換は一時間では足りな
いくらい白熱したものとなりました。

懇 親 会

第一部の演奏・講演会、グループ協
議の後、懇親会が開催されました。一
九〇名の参加者であふれる会場は、日
頃の労をねぎらう場であり、貴重な情
報交換の場でした。終始笑顔の絶えな
い、和やかな雰囲気に包まれていた懇
親会でした。

検索

http://www.niigatacity-pta.jp
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平成29年３月15日

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。

詳しい内容につきましいては、下記までご連絡をお願いします

〈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

● 新潟小学校「ＰＴＡにいがた」

● 山潟中学校 「 や ま な み 」

http://www.niigatacity-pta.jp/H28joho.pdf

※専門部会別情報交換会報告書

http://www.niigatacity-pta.jp/npkohokon.pdf

※中村様の審査講評全文

ことを願っています。

意欲を高める広報紙作りが盛んになる

ても良いと思います。ＰＴＡ活動への

独特の地域性を目立たせる企画があっ

にして、保護者らしい視点での企画や、

当会では、毎年、小・中学校ＰＴＡ
【中村様からの審査講評（抜粋）】
広報紙のコンクールを実施しておりま
ＰＴＡ活動の目的や課題を関係者全
す。本年度も多数の学校からご応募を
体で共有することの大切さについても、
いただき、ありがとうございました。
保護者の皆さんが一番よく理解されて
新潟日報社編集局報道部第二部長の
いることと思います。
中村 茂様に審査員長として加わって
そのための手段の一つとして、ＰＴ
いただき、審査の結果、左記の広報紙
が優秀作品に選定されました。
Ａ広報紙が位置付けられます。子ども
現在、私たちの周りには様々な情報
の教育環境を紹介するだけでなく、Ｐ
があふれています。その中で、大切な
ＴＡ活動の年間計画とその目標を明確
情報をどのような形で伝え、伝えたい
に掲げ、保護者や地域住民がどのよう
相手にいかに認識されるようにするか
に教育現場に関われば良いか、分かり
が大きな課題であると思います。
やすく示すことが求められています。
当会では、例年、広報スキルの向上
県内のＰＴＡ広報紙の中には、行事
等を目的とする「広報紙セミナー」、各
や活動の内容をただ紹介するだけでな
学校の広報活動等について意見交換・
情報共有を行う専門部会別情報交換会
く、保護者と子どもの感想をしっかり
「広報部会」を開催しています。今後、 と盛り込み、行事や活動の教育的効果
各学校の広報力向上にご活用いただけ
を明瞭に発信しているもの、地域住民
れば幸いです。また、以下に中村様か
に対するメッセージも盛り込んでいる
らいただいた審査講評の抜粋を掲載い
ものなど、さまざまな観点から作られ
たします。皆様の広報紙作りの参考に
ているものがあります。教員が作成す
していただければと存じます。
る学校便りや学級便りとの違いを明確
（小学校の部）
最優秀賞 中央区新潟小「にいがた」
優秀賞
西蒲区漆山小「あしなみ」
奨励賞
中央区白山小「白山」
同
西蒲区和納小「のぞみ」
同
西区坂井輪小「さかいわ」
同
秋葉区新津第一小
「かけはし」
（中学校の部）
最優秀賞 中央区山潟中「やまなみ」
優秀賞
中央区寄居中「寄居会報」
奨励賞
西区坂井輪中
「 ＭＩＤＯＲＩＧＡＯＫＡ」
西区五十嵐中「薫風」
同

TEL：025(280)0456

（一社）新潟県PTA安全互助会

広報紙コンクール結果
新潟市小中学校ＰＴＡ連合会
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【東 区】
・期
・会
・主
・形
・講

平成29年３月15日
＜研究大会＞

日 平成28年９月17日（土）
場 新潟市東区プラザ ホール・講座室
題 「食と健康」
式 講演会
師 一正蒲鉾株式会社 田邊 良隆 様
川口 信久 様
中村 好和 様
・参加者数 約１８０名
○研究大会の成果
３講座「美味しい減塩商
品の取組、きのこの魅力、新
商品開発」を２つずつ聴講
し地域企業の取組を知るよ
い機会となりました。

【江南区】
・期
・会
・主

＜研究大会＞

日 平成28年11月26日（土）
場 江南区文化会館
題 「深めよう 親子の絆
伸ばそう 子どもの力」
・形 式 講演会、実践発表
アトラクション
・講 師 弁護士 菊地 幸夫 様
・参加者数 約４００名
○研究大会の成果
今年度の主な事業は市Ｐ連研究大会
江南区大会でした。準備を主管校の役
員を中心に効率よく進めました。講演
は好評で子育てに役立つものでした。

【北 区】
・期
・会
・主

＜研究大会＞

日 平成28年11月12日（土）
場 北区文化会館
題 「子どもの人間力を伸ばす」
～その具体的な方法とは～
・形 式 講演会、アトラクション
・講 師 教育評論家 親野 智可等 様
・参加者数 約３００名
○研究大会の成果
講演会は北区自治協議会教育、文化部会のご後援も
あり具体性のある内
容でした。会場では
全小中の「地域と学
校パートナーシップ
事業」の紙面発表も
大変好評でした。

【中央区】

＜研究大会＞

・期 日 平成28年12月10日（土）
・会 場 新潟県生涯学習センター自然科学館
・主 題 「親子で楽しみ学べる県内の施設」
・形 式 講演会、体験会
・講 師 県立生涯学習推進センター 武樋 正之 様
・参加者数 ７８名
○研究大会の成果
単なる施設の紹介ではなく生徒指導上の子どもの実態や
自然体験の有用性、データを基にした説明で体験学習の必
要性を自覚できました。

各区Ｐ連の活動・研究大会 平成28年度を振り返って
【南 区】

＜研究大会＞

・期 日 平成28年11月12日（土）
・会 場 白根カルチャーセンターメインアリーナ
・主 題 「南区ＰＴＡ会員の交流の機会を設け、
親睦を図る」
・形 式 フロアカーリング大会
・講 師 南区スポーツ推進委員８名 様
・参加者数 １０４名
○研究大会の成果
昨年度より多くの参加者で
年齢や性別を問わず楽しみ、
白熱し盛り上がりました。今
後も継続し交流と親睦を深め
てゆきます。

【西蒲区】
・期
・会
・主

＜研究大会＞

日 平成28年10月16日（日）
場 新潟市立潟東中学校
題 「夢・感動・挑戦」
～心に抱く子どもを育てるために～
・形 式 講演会
・講 師 前アルビレックスレディース監督
能仲 太司 様
・参加者数 約７０名
○研究大会の成果
子どもの夢、子育ての
在り方等、体験談やアド
バイス満載で映像も目を
引くものが多く、興味深
い講演会でした。

【秋葉区】
・期
・会
・主
・形
・講

＜研究大会＞

日 平成28年12月３日（土）
場 新津Ｂ＆Ｇ海洋センター
題 「フロアカーリング講習・大会」
式 スポーツ講習会及び大会
師 フロアカーリング同好会主宰
城向 政秀 様
・参加者数 約５０名
○研究大会の成果
初めて体験する参加
者が多く、終始参加者
同士の歓声が聞こえ、
研修と親睦を図るには
よい企画であり大変好
評でした。

【西 区】
・期
・会
・主

＜研究大会＞

他３名

日 平成28年11月19日（土）
場 日本文理高校
題 「親子の足揉み講座」
～健やかな心身づくり、集中力アップ、運動能力アップを目指す～
・形 式 講演会
・講 師 新潟足揉み元気隊 国際セラピスト 様
・参加者数 約２００名
○研究大会の成果
親子の足揉み講座では
トークセッションや足揉
み体験会を実施し、親子
の絆が深まりました。

(4)

平成29年3月15日

います︒

呈

﹂

区P連から寄せられた
主な要望と回答

市P連の共催で︑平成00年8月24

要望 00年度の全国大会や新しく始
まった3委員会の活動の様子や方
向が見えるとありがたい︒
回答 全国大会は新潟県P連と新潟

東京学館新潟高校
6月24日(土)午後

◆総会・年度初め研修会

◆広報紙セミナー

◆専門部会別情報交換会

◆日本P丁A全国研究大会

◆関プロ研究大会

8月25日(金)26日(土)仙台市

10月21日(土)22日(日)高崎市

●

賢

学

(北区P会長)

毅

(束区P会長)

直樹

(中央区P副会長)

保子

(市P副会長)

(市P副会長)

(中学校長会)

佐久間栄基

南雲

小見

中澤

新保

遠藤

︻広報委員会︼

できるだけ多くの皆さま
から手に取って見ていただ
けるよう︑デザインにも配
慮し︑分かりやすいものと
なるよう工夫しました︒
今後も︑より身近な広報
紙となるよう努めていきた
いと思います︒

ました︒

今回から広報委員会によ
る手づくりの広報紙となり

編集後記

しくお願いいたします︒3委員会
(上図参照) はまだスタートした
ばかりですが︑PTAが直面する
多様な問題改善に向けて今後の取
組みを進めてまいります︒
要望 助成金の見直しによって︑各
区P連の活動に支障が出ることの
ないように配慮をお願いしたい︒
回答 市P連の財源が厳しさを増す
中で︑各区Pが今後とも効果的な
活動が行えるよう検討してまいり

ANAクラウンプラザホテル新潟

2月3日(土)午後

日㈲・25日田︑長岡市をメイン会

じょいあす新潟会館
6月

ます︒

◆新潟市P丁A交流会

場に県内各地で1 0分科会を開催す

韓繊籍覿
葺とも遠めために気づさと出会いの輪を拡げましょう!

る予定です︒これまで実行委員会
等を行いながら準備を進めていま
す︒今後も皆様方のご協力をよろ

藍轡繕覇静態ふ謂凄鵡醗縛号泣艶鱒萄˜

﹁軋引割引三割引割引三雲軍学校長金一
﹄

公益社団法人日本P丁A合田協議会

市P連は︑区P連および単位P丁A活動の発展を図ることを目的に新潟市全体
としての事業を進めています︒講演会・研究会の開催︑旧豊里生徒の健全育成に関
する活動・協力︑学校教育・家庭教育の充実に関する協力など︑様々な活動に取
り組んでいます︒

11月11日(土)午後

秋葉区大会
秋葉区文化会館

◆新潟市P丁A研究大会

ANAクラウンプラザホテル新潟

6月3日(土)午後

l

政令指定部市PTA億轍交換会
シ

関東ブロックPTA協機会

′∵三﹂∵‖‖i十十十﹄

新潟市小中学校P丁A連合会

新潟市小中学校PTA連合会﹁市P連﹂は︑新潟市内の仝166の小中学校P
丁A(単位P丁A)によって構成されています︒各区単位に﹁区P連﹂を置いて

新潟市小中学校P丁A連合会組織図(平成28年4月1日現在)
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