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子どもたちの幸せな未来を全力応援！
〜ワンチームとやまＰＴＡ〜
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会長ごあいさつ

昨今「予測困難で不確実な時代（VUCA な時代）」ということが言わ
れ、今の子どもたちは「ガイドブックを与えられた人生」から「コン
パスと自分の意志で選んでいく人生」を歩み始めたとも言えます。
新しい学習指導要領でも「児童生徒一人一人が自らの可能性を発揮
し、多様な他者と協働しながらよりよい社会と幸福な人生を切り拓い
ていく力」を育てていく方針が織り込まれ、国でも「社会に役立ち、
よりよい人生を切り拓いていく力を身につけてほしい」という方針が
明らかになってきています。
こんな時代における私たちＰＴＡの役割・心構えは…、と考えてみ
ますと、次の３つに集約されるのではないかと思います。

中村総一郎

富山県ＰＴＡ連合会新会長

①大人が「希望」を語る
②大人が「交流」する、「協力」する
③大人が「学ぶ」
、「成長」する

機構図 QR コード

今年度の富山県ＰＴＡ連合会の機構図は
ホームページでご覧いただけます。

これを具体的に富山県ＰＴＡ連合会の活動に当てはめてみると、
◆ワンチームとやま委員会 ➡「14市町村ＰＴＡの良き実践例」を県 P 連のウェブサイトで
随時更新。各単ＰＴＡ、地区ＰＴＡの活動の情報交流の場やアイデア交換の場を提供。
◆広報委員会 ➡ 各市町村ＰＴＡの活動記事に加えて、県 P 連の活動記事、特集記事を付
加した情報提供。紙面を通じた情報交流の場を提供。
◆会員大会実行委員会 ➡ 富山県ＰＴＡ連合会の学びの祭典として、11月に第10回の会員
大会を企画。交流と学びの場の提供。
◆研修委員会 ➡ 令和５年３月頃に、富山県ＰＴＡ連合会主催の「新会長研修会」を企画。
◆家庭教育／教育環境委員会 ➡ 私たちＰＴＡが「知りたい」、「学びたい」テーマをピッ
クアップし、講演会の形で「学び」の機会を企画・提供。
◆総務委員会 ➡ 県内各地区からの「要望」や「希望」を広く募集。私たちＰＴＡの「希
望」が詰まった要望書を作成。1月に県知事に提出するミッション。

これらを各委員会に期待し、県下ＰＴＡ会員にフィードバックできる活動を目指していく所存です。
世の中の、そこかしこで「分断」が進行する時代。富山の子どもたちには、大人が希望を語り、協力し、学び・成長
する姿を見せることで、
「幸せな未来」を予感してもらいたいと思います。最後に、今後１年どうぞ皆様の叱咤激励、
お力添えをよろしくお願い申し上げます。

ホームページリニューアル中！
あなたの地区の情報をご提供ください

本年度から新設されたワンチームとやま委員会は、県内14
地区から仲間が集まってスタートを切り、ウェブサイトのリ
ニューアルに取り組んでいます。
各地区の皆さん、いろんな話題や情報をワンチームとやま
委員会にご提供ください！
・単Ｐや地区Ｐで情報発信、情報共有したいこと
（話題になっていること、議論していることなど）
・県Ｐ連で取り組んでほしいこと
※左のＱＲコードを読み込んで、ご登録をお願いします。
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令和４年６月４日（土）、サンシッ
プとやまにおいて定期総会を開催し
ました。令和３年度の寺島雅峰氏か
ら、中村総一郎氏に会長職が引き継
がれました。
総会の冒頭、これまでＰＴＡに尽
力された方々に感謝状と表彰状が贈
られました。来賓を代表して富山県
教育委員会の荻布教育長と富山県議
会の渡辺議長より祝辞をいただきま
した。
その後の審議では、令和３年度事
業報告、決算報告、監査報告が行わ
れ、令和４年度新役員、活動方針、
事業計画、予算などの各案が承認さ
れました。

令和４年度富山県ＰＴＡ連合会 定期総会

本年度の役員名簿
はホームページで
https://toyamaken-pta.gr.jp/ken-p-ren/officer/

長年ＰＴＡ活動に従事していただきありがとうございました！
感
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伴典 元朝日町立朝日中学校ＰＴＡ会長

藤枝

卓哉 前富山市立水橋中部小学校大成育友会長

本島

直美 元黒部市ＰＴＡ連絡協議会長

松井

弘行 元富山市立楡原中学校ＰＴＡ会長

石坂

教洋 元滑川市ＰＴＡ連合会会長

吉田

彩子 前富山市立呉羽中学校ＰＴＡ副会長

谷崎

潤一 前滑川市立田中小学校育友会会長

坂本

洋史 元射水市立小杉南中学校ＰＴＡ会長

山﨑

浩太 元上市町立上市中学校ＰＴＡ会長

平井

由貴 前上市町立上市中学校ＰＴＡ副会長

本江

伊藤

智也 前立山町立立山北部小学校育誠会長 和泉
伊藤
勝 元立山町立高野小学校ＰＴＡ会長

西田

康彦 前富山県ＰＴＡ連合会副会長

石黒

金尾

潤 元富山市立大久保小学校育成会会長

川倉

孝子 前富山市立南部中学校ＰＴＡ副会長

笹島

裕之 元富山市立大久保小学校育成会会長

城岡

真 元富山市立鵜坂小学校ＰＴＡ会長

下村

信男 元富山市立西田地方小学校ＰＴＡ会長

竹内

洋介 前富山市立呉羽中学校ＰＴＡ副会長

中島

俊彦 前富山市立呉羽中学校ＰＴＡ会長

学

元日本ＰＴＡ全国研究大会富山大会
実行委員長

孝 前高岡市立戸出中学校ＰＴＡ会長
正幸 前高岡市立南星中学校ＰＴＡ会長

窪田

豪 前高岡市立中田中学校ＰＴＡ会長

髙田

憲弘 元高岡市立福岡小学校ＰＴＡ会長

仁岸

宣彦 元高岡市立伏木中学校ＰＴＡ会長

松本

武司 前高岡市ＰＴＡ連絡協議会副会長

寺岡

京美 前砺波市ＰＴＡ連絡協議会顧問
朋 元南砺市立福光中学校ＰＴＡ副会長

二野井
奥野
◎

康宏 元砺波ブロックＰＴＡ連絡協議会長
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富山市立中央小学校ＰＴＡ
高岡市立定塚小学校ＰＴＡ
高岡市立高岡西部中学校ＰＴＡ

体

魚津市立東部中学校ＰＴＡ

委員会・委員長のご紹介
今期１年富山のＰＴＡを支える顔です。よろしくお願いします。

山本委員長

総務委員会

ワンチームとやま委員会

◦県教育委員会、校長会等
との窓口
◦県への要望書提出
時代に即した学びの環境を
整えるため、皆さんの意見
をまとめます。

◦県Ｐ連 WEB の管理 / 運営
◦各地区Ｐ、単Ｐとの連携
県内ＰＴＡが共同できる連
携体制の強化・充実化を目
指し頑張ります。

会員大会委員会
◦会員大会の企画 / 運営
第10回 大 会、み な さ ん と
Enjoy できる大会を目指し
ます！

沼田委員長

研修委員会

柴木委員長

◦研修事業の企画 / 開催
◦研究指定校ＰＴＡの
サポート
単Ｐ新任会長への研修会が 城岡委員長
開催できるように努めます。

家庭教育／
教育環境委員会

野嶽委員長

◦子どもたちの抱える課題
について政策提言、立案
◦三行詩コンクール担当
みんなで協力助け合いなが
ら、子どもたちの明日の笑
顔のために頑張ります！

広報委員会
◦広報紙の発行
◦広報紙コンクール開催
多くのＰＴＡの方々に読ん
でいただける魅せる紙面を
目指します！

松本委員長
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富山県小・中学校ＰＴＡ広報 紙コンクール結果発表
♦♦♦受賞おめでとうございます！♦♦♦
令和３年度（第41回）の富山県小・中学校ＰＴＡ広報紙コンクールは、県内89小・中学校ＰＴＡと６地区ＰＴＡから
応募いただきました。厳正なる審査の結果、次のＰＴＡが各賞を受賞しました。なお、表彰式は令和４年６月４日
（土）
富山県ＰＴＡ連合会定期総会にて行いました。
（評は北日本新聞社 原田修 編集局次長による）
小学校年３回以上発行の部
富山市立光陽小学校ＰＴＡ
ＫＯＹＯ

中学校年３回以上発行の部
砺波市立出町中学校ＰＴＡ
となみ野

観音折りのリーフレット式で、開
い た瞬間カラフルな世界が広が
り、わくわくします。創校20年特
集では、設計士さんだけでなく、
大工さんや配管電気設備屋さんな
ど多くの人の仕事によって学び舎
ができたことを紹介しており、き
め細かさに感心しました。

142号は16ページの力作。ＰＴ
Ａの役割について保護者からの質
問や意見をきっかけに歴代会長に
よる座談会を企画し、興味深い内
容となっています。役員・委員の
子どもたちに、ＰＴＡ活動をしてい
る親から何を学んだかという企画
も秀逸です。

●●●●●● 受賞おめでとうございます ●●●●●●
ＫＯＹＯ
となみ野
すぎっ子
でまち
ＴＨ会報
いしだ
広報 よつば
純和
清流
清流
ふきのとう
南風
さみさと
育成
有成
たまがき
博労
矢流
医王のひかり
ブナ

最優秀賞
●小学校
富山市立光陽小学校ＰＴＡ
●中学校
砺波市立出町中学校ＰＴＡ
優秀賞
●小学校
射水市立小杉小学校ＰＴＡ
砺波市立出町小学校父母と教師の会
●中学校
富山市立堀川中学校ＴＨ会
優良賞
●小学校
黒部市立石田小学校ＰＴＡ
魚津市立よつば小学校ＰＴＡ
滑川市立北加積小学校ＰＴＡ
高岡市立西条小学校ＰＴＡ
●中学校
入善町立入善西中学校ＰＴＡ
魚津市立西部中学校ＰＴＡ
富山市立南部中学校ＰＴＡ
努力賞
●小学校
朝日町立さみさと小学校ＰＴＡ
舟橋村立舟橋小学校育成会
富山市立堀川小学校有成会
富山市立鵜坂小学校ＰＴＡ
高岡市立博労小学校ＰＴＡ
小矢部市立石動小学校ＰＴＡ
●中学校
南砺市立福光中学校ＰＴＡ
南砺市立南砺つばき学舎育成会

あおやぎ
ふれあい
ひろば

●小学校
富山市立柳町小学校ＰＴＡ
富山市立速星小学校ＰＴＡ
射水市立大島小学校ＰＴＡ

なんぶ
こぶし
日盛
ふれあい

●小学校
滑川市立南部小学校ＰＴＡ
立山町立立山中央小学校愛育会
富山市立奥田小学校ＰＴＡ
砺波市立砺波南部小学校ＰＴＡ

高野
たてやま北部
やまなみ
つきおか
みやの
すぎなえ
逢源
ふれあい
せのおと

●小学校
立山町立高野小学校ＰＴＡ
立山町立立山北部小学校ＰＴＡ
富山市立山室中部小学校ＰＴＡ
富山市立月岡小学校育友会
富山市立宮野小学校ＰＴＡ
射水市立太閤山小学校ＰＴＡ
射水市立塚原小学校ＰＴＡ
高岡市立福岡小学校ＰＴＡ
南砺市立城端小学校ＰＴＡ

優秀賞
たがえし
はぐくみ
優良賞
ふれあい
みしま野
五位
学びの窓
努力賞
東風
おくだ野
といで
福樹

●中学校
富山大学人間発達科学部附属中学校ＰＴＡ
南砺市立福野中学校育友会
●中学校
朝日町立朝日中学校ＰＴＡ
射水市立大門中学校ＰＴＡ
高岡市立五位中学校ＰＴＡ
小矢部市立蟹谷中学校ＰＴＡ
●中学校
魚津市立東部中学校ＰＴＡ
富山市立奥田中学校ＰＴＡ
高岡市立戸出中学校ＰＴＡ
高岡市立福岡中学校ＰＴＡ

地区ＰＴＡの部
最優秀賞
れん
富山市ＰＴＡ連絡協議会
優秀賞
ミニ瓦版いみず
射水市ＰＴＡ連絡協議会
ＰＴＡ広報たかおか 高岡市ＰＴＡ連絡協議会
優良賞
ＰＴＡ入善連協
入善町ＰＴＡ連絡協議会
となみ市 P 連
砺波市ＰＴＡ連絡協議会
南砺市Ｐ連だより 南砺市ＰＴＡ連絡協議会

広報紙作成の決定版！～広報実技研修会～
開催日：5 月 22 日（日）／会場：八尾コミュニティーセンター
主催：富山市ＰＴＡ連絡協議会／共催：富山県ＰＴＡ連合会
例年多くの広報担当者にご好評いただいている広報実技研修会を、今年も十分
なコロナ対策を取った会場とオンラインとのハイブリッドで開催しました。会場
では50人弱が参加、オンラインでは70名以上が視聴しました。
今年度は３部構成で研修会を実施しました。第１部は、前富山市ＰＴＡ連絡協
議会会長の青山和也氏が、広報紙の意義と必要性について解説。第２部は、富山
市ＰＴＡ連絡協議会広報担当が、広報紙の作り方の手順、広報紙を作るうえでの
注意点やコツについて詳説。第３部は、映像クリエーターの水野優磨氏に写真撮
影の極意とテクニックを披露していただきました。
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ＰＴＡ活動報告
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～県内の様々な活動をピックアップ！～
高岡ブロック

高岡リングプロジェクト
～高岡市ＰＴＡ連絡協議会

高岡市ＰＴＡ連絡協議会では、新型コロナの影響で学校
行事が中止となる中で、子どもたちに思い出を作ってもら
おうと花火の打ち上げを企画しました。 ３月14日
（月）
、観
客の密集を避けるために打ち上げ場所は非公表とし、高岡
市内６カ所で計1,800発の花火を打ち上げました。
当日は午後７時に、６か所一斉による華々しい打ち上げ
で幕開け。中盤は各地リレー形式でつなぎ、尺玉や大型ス
ターマインなどで締めくくりました。あらかじめ、花火に
は小中学生の将来の夢や目標など子どもたちの願いを託し
たお札を貼り、射水神社でお祓いをしました。子どもたち
の明るい未来やコロナ収束への願いを込めた光の大輪が春
の夜空に輝きました。

NOTE

魚津ブロック

マジックショー開催
～黒部市立中央小学校ＰＴＡ

昨年12月、地域の企業からマ
ジシャンズクラブさんをお招き
し、ＰＴＡ親子ふれあい活動とし
てマジックショーを開催しました。
自粛が続き、家の中で動画やゲ
ームをして過ごす時間が多い子ど
もたち。久しぶりの行事に、「お
もしろかったよ！」と言う声がた
くさん聞かれました。
総勢114名の参加者の楽しげな
姿に役員一同、「開催してよかっ
た！」と思いました。

富山ブロック
高岡リングプロジェクト HP より

砺波ブロック

コロナ禍での全体役員会
～小矢部市立大谷小学校ＰＴＡ

令和４年５月に、本
年度役員の約100人が
出 席 し て「 第１回 全 体
役員会」を開催しまし
た。新型コロナウイル
ス感染症予防対策とし
て、広い体育館を使用
して開催しました。
マスク着用＆受付でのアルコールによる消毒および検
温を行い、役員間の距離、換気に配慮して、短時間で済
むよう次第構成も気を配りながら、校長先生をはじめ各
委員会の先生方にも出席いただいて、１年間の計画など
を話し合いました。
本年度の役員全員が顔を合わせるのは今回の全体役員
会のみとなりそうですが、各委員会では LINEやメールな
どデジタル環境を上手に使いながら、顔を合わせたリア
ルなコミュニケーションも大事にして、安心・安全で、効
率的なＰＴＡ活動を行っていきたいと思います。

【主
【日
【会
【対
【趣

催】
時】
場】
象】
旨】

桜っ子防災フェスティバル
～富山市立桜谷小学校ＰＴＡ

昨年1０月バザーの代替事業と
して富山市消防局のご協力をい
ただき、「桜っ子防災フェスティ
バル」を開催しました。密閉し
た教室での煙中体験や防護服を
身にまとい消防士になりきって
の放水的当て、本物の炎を消す
消火体験等、子どもたちは普段
経験できない様々なアトラクシ
ョンを桜谷消防団員のサポート
を受けながら体験しました。
校庭にずらっと並んだ大型のはしご車やポンプ車・救急
車等の特殊車両にも、子どもたちは目を輝かせ、乗車体
験をしました。フィナーレは、カラーガード隊「スノーフ
ェアリス (雪の妖精 )」のフラッグ演技とコラボした消防
音楽隊ミニコンサート！洗練された演技と演奏にも魅了
され、とても楽しい一時を過ごしました。帰りには、非
常食おやつの配布も (^^♪地域の安心安全に関わる仕事
に触れることで、子どもたちにとって大きな学びになっ
たことと思います。

【基調講演】
富山県ＰＴＡ連合会
講 師
令和４年11月26日
（土）
富山県民会館
伊藤 真波さん（日本初義手の看護師
北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表）
県内ＰＴＡ会員
◦応援側である大人たちが楽しむことにより、ＰＴＡ活動の
【基調講演主催】
発展並びに子どもたちの幸せへとつなげることを目的とする。
公益財団法人富山県ＰＴＡ親子安全会
◦会員の
「楽しい」や
「熱い想い」を伝え、それが子どもたちへ
※研究指定校の発表、三行詩コンクール表彰式
伝播し、お互いの成長につなげる機会をつくる大会とする。
なども予定しております。
詳細は第２次案内でご連絡します。

