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   県内のＰＴＡ活動を紹介します   

　６月１４日㈬、ゲンジボタルの幻想
的な光舞に魅せられました。子供た
ちや保護者、地域の方々との間に自
然と光の輪ができあがります。
　このホタルが育つ自然環境をみん
なで守り続けていきたいです。
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氷見市立　湖南小学校PTA
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富山市立　熊野小学校有隣育友会

高岡ブロック 富山ブロック

　６月１１日㈰に東部中学校に於いて行われました。
㈱新川インフォメーションセンター高瀬康太氏に
よる「インターネットの安心安全な使い方」の講
演後、各委員会に分かれて研修を行い、PTA活動
に必要な資質を高めることができました。
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魚津市PTA連合会

　８月を除いた５月から１１月まで月に１週、朝の
あいさつ運動を実施しています。先生、保護者が
玄関前に並び、声をかけます。
　元気に挨拶をかえす生徒、恥ずかしそうにする
生徒などいろいろです。
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砺波市立　庄西中学校PTA

魚津ブロック砺波ブロック

　毎年行われる「おやこ丼」活
動。今年は５月１日㈪の創立記
念日に富山村田製作所社員会様
のご協力のもと、全校児童、保
護者が花の苗３４０株をプランタ
ーに植え飾りました。児童が絵
を描いたプランターもあり、と
ても華やかになりました。
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　PTA活動に積極的な人がいる一方で無関心な人もいる、みんなの心の距離を
縮めることはできないか？と話し合う中で、こんな疑問が挙がりました。「役員
をやることはビンボーくじなのか！？」このことについて、右記の広報実技研修
会に参加された方にアンケートを実施いたしました。（回答者数１４４名）

Ｑ　PTAのイメージをカラーで
表すと何色ですか？

Ｑ　どのようにPTA活動に取り組
もうと思っているか、今の気持ち
に近いものを教えてください

徳光典子氏

　広報紙面に
と、読み手に圧
読みやすいも
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Ｑ　単Ｐ役員経験のある方は、初
めて単Ｐ役員になる際どのよう
に選出されましたか？

Ｑ　初めて単Ｐ役員に選出されたと
きの気持ちはどのようなものでし
たか？
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Ｑ　今年度の単位PTA
（以下、単P）でのご担当
を教えてください

Ｑ　役員や委員になって「良かった
こと」を教えてください　

Ｑ　役員や委員になって「困ったこ
と」を教えてください

参加
煙休日なのに…と参加をため
煙撮影のテクニックは普段に
煙時間はもう少し短くしても
煙他地域の人と交流できて楽

「ビンボーくじ」を選択しな
たこと」を書いていました。「
いをしながらも、活動への理
れました。皆さんはどのよう
　今回、初の試みとして全会
トを実施いたします。結果は
ぜひご協力ください☆

広報実技研修広報実 会
主催：富山市PTA連絡協議会 共催：富山県PTA連合主催：富山市PTA連絡協議 会

６月４日㈰ 富山市立熊野小学校に６月４日㈰　富山 て

　いいなと
的な理由を
つけると、
きのコツに

　第１部は、PTA広報
紙コンクール３年連続
で最優秀賞を受賞され
た福野小父母と教師の
会広報委員宮本勝浩氏
より広報紙作成にあた
ってのノウハウを教え
ていただきました。
　第２部は、実技編と
してフォトグラファー
徳光典子氏より写真を
上手に撮るコツを教わって実践
と楽しく技術を学びました。

カラフルな結果になりました

　行事でいい位置で写真を撮ることができた、
という広報委員ならではの回答も。

　委員会に全員集まらない、広報のネタがな
い、という回答もありました。

知り合いが増えた
学校のことをよく知ることが
できた
先生との関わり合いが増えた

会合のために時間が取られる
仕事、家事との両立が難しい
家庭や子供のことにかける時
間がなくなる

Ｑ　役員になることは、
どちらかというと次
のどちらのイメージ
に近いですか？

富山県ＰＴＡ広報

「余白」をつくる
圧迫感を与えず、
のになります。
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富山県ＰＴＡ連合会 定期総富山県ＰＴＡ連合会　定期総会会
６月３日㈯ サンシップとやまに６月３日㈯　サンシップとやまにてて

　平成２７・２８年度会長の米屋慎一氏から平成
２９年度新会長の水谷千万夫氏にバトンが引き
継がれました。また、PTA活動に貢献された
方へ表彰状と感謝状が贈られ、受賞者を代表
して中野隆志氏から謝辞を頂きました。
　来年度は県PTA設立７０周年であり、３年
後には日本PTA全国研究大会が富山県で開
催されます。これらに向け、役員を増員して
組織を強化し、県内全てのPTA会員が一つになる活動を進めていきたい、
という新会長の思いが伝わる総会でした。

新　役　員

平成２９年度
水谷千万夫会長

加者の感想
めらっていたが、来て良かった！
にも役立つので勉強になった。
もらえると嬉しい。
楽しかった、参考になった。

ながらも、内８３％の人が「良かっ
「困ったこと」のように大変な思
理解や楽しみがあることが感じら
うに思われるでしょうか？
会員の方に参加いただくアンケー
はHPや次号で紹介する予定です。

　児童・生徒を取り巻く環境は日々変化しており、
適切に対応策を講じていく必要があります。ＰＴＡ
組織はその中心的役割であることを自覚し、互いに
情報を共有し学び高め合い、解決へ導く行動力を得
る必要があります。

全ては子供たちのため
に

全ては子供たちのため
に！！

◎　受 賞 者
米　屋　慎　一（前県ＰＴＡ連合会　会長）
林　　　紀　孝（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
中　島　英　樹（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
吉　藤　重　弘（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
本　田　正　則（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
中　野　隆　志（前県ＰＴＡ連合会　運営専務）
神　谷　慶志郎（前県ＰＴＡ連合会　会計専務）
金　谷　幸　則（前県ＰＴＡ連合会　会員大会実行委員長）
林　　　純　子（前県ＰＴＡ連合会　監事）
森　瀬　陽　子（前県ＰＴＡ連合会　監事）

四月朔日　秀典（前県ＰＴＡ連合会　アドバイザー）
武　田　精　一（前県ＰＴＡ連合会　アドバイザー）
川　原　令　子（前県ＰＴＡ連合会　アドバイザー）
―――――――――――――――――――
入善町立桃李小学校ＰＴＡ（会長　栗虫　隆弘）
富山市立五福小学校ＰＴＡ（会長　長岡　憲秀）

感　謝　状
◎　個　　人
森　　　正　史（元富山市立豊田小学校育友会　会長）
竹　内　宗　健（前富山市立速星中学校ＰＴＡ　会長）
山　下　賢　治（前富山市立水橋中学校育友会　会長）
上　杉　浩　二（前富山市ＰＴＡ連絡協議会　副会長）
水　上　雅　博（前富山市ＰＴＡ連絡協議会　副会長）
稲　垣　英　優（前富山市ＰＴＡ連絡協議会　副会長）
有　澤　久　志（前富山市立池多小学校ＰＴＡ　会長）
鶴　瀬　ゆかり（前高岡市ＰＴＡ連絡協議会　副会長）
髙　木　法　子（前高岡市ＰＴＡ連絡協議会　副会長）

◎　団　　体
富山市立広田小学校ＰＴＡ（会長　榊原　　誠）
富山市立呉羽小学校ＰＴＡ（会長　庄司　昌弘）
富山市立西部中学校育成会（会長　湯上谷　仁）
富山市立呉羽中学校ＰＴＡ（会長　西村　　衡）
高岡市立博労小学校ＰＴＡ（会長　松本　武文）
高岡市立戸出中学校ＰＴＡ（会長　吉田　明博）

表　彰　状

広報実技研修実技研修会会
主催：富山市PTA連絡協議会 共催：富山県PTA連合議会　共催：富山県PTA連合会会

６月４日㈰ 富山市立熊野小学校に山市立熊野小学校にてて

と思う写真の、具体
を言葉にするくせを
、それが撮影すると
になります。

践したり、ディスカッションをしたり

宮本勝浩氏
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再生紙を使用しています
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平成２８年度富山県小平成２８年度富山県小・・中学校ＰＴＡ中学校ＰＴＡ

広報紙コンクール表彰広報紙コンクール表彰式式
５月１４日㈰ 自治労とやま会館に５月１４日㈰　自治労とやま会館にてて

北日本新聞社　編集局次長　編制本部副本部長　水野敏雄氏
　年々表紙の見栄えがよくなって、子供たちの笑顔があふれ、保護者や先生
の愛情が感じられる広報紙が寄せられています。
　特に、３年連続最優秀賞の『トライアングル』は表紙・内容・企画の一貫
性が素晴らしい。
　カラーの広報紙が多い中、白黒で見易いものがあり印象に残りました。

　小学校７９点、中学校４６点、地区PTA６点の計１３１点の応
募がありました。選考会では「見やすさ、内容、企画性」など
を総合評価し、各賞が選ばれました。今回の受賞がPTA
活動の更なる充実と活性化の一助になればと思います。

平成２８年度富山県PTA連合会会長　米屋慎一氏
　紙面を通じて各校PTAの努力と情熱を感じ取ることができました。家庭と学
校と地域を結ぶ情報ツールとして、さらなる広報紙の発展を目指してほしい。

平成２９年度富山県PTA連合会会長　水谷千万夫氏
　広報紙はPTA活動を映す鏡であり、これからも
子供たちの表情が輝き、読み手が関心をもつ話題や
特集で魅力ある紙面づくりに頑張ってください。

年３回以上発行の部
●小学校

福野小父母と教師の会トライアングル最優秀賞
大島小PTAひろば優秀賞
博労小PTA博労
石動小PTA矢流
出町小父母と教師の会でまち
大町小育友会明理優良賞
本江小育友会ほんごうだより
南加積小PTAみなみのこえ
芝園小PTAしばしょうファイト！！
堀川小有成会有成
定塚小PTAふるしろ
鷹栖小PTAたかのす
福光中部小PTAたけのこ
さみさと小PTA広報さみさと努力賞
村木小育成会むらき
利田小父母と教師の会PTA会報利田
五福小PTA勉致
豊田小育友会尽信
光陽小PTA光陽
鵜坂小PTAたまがき
宮野小PTAみやの

●中学校
福野中育友会はぐくみ最優秀賞
魚津･東部中PTA東風優秀賞
戸出中PTAといで
大門中PTAみしま野優良賞
出町中PTAとなみ野　
庄西中PTA庄西
魚津･西部中PTAふきのとう努力賞
上市中PTAつるぎの窓
舟橋中育成会育成
堀川中ＴＨ会ＴＨ会報
山室中PTAやまむろ
城山中PTA　城峰
城端中PTA啓心

年２回発行の部
●小学校

滑川･南部小PTAなんぶ優秀賞
立山中央小愛育会こぶし優良賞
西田地方小PTA立志
蟹谷小PTAかんだ
清流小PTA清流努力賞
奥田小PTA日盛
富山･太田小PTAおおた
新保小親進会親進
長岡小PTAながおか
大久保小育成会志保乃　
塚原小PTA逢源
小矢部･東部小PTAいなば
城端小PTAせのおと

●中学校
富大附属中PTAたがえし優秀賞
水橋中育友会育友優良賞
石動中PTA心の城
蟹谷中PTA学びの窓
雄山中PTA会報雄山努力賞
大泉中大成会大成
新湊南部中PTA六葉
五位中PTA五位
福岡中PTA福樹
氷見･北部中育友会藤架
利賀地域児童生徒育成会とが

●地区PTAの部
高岡市PTA連絡協議会PTA広報たかおか最優秀賞
富山市PTA連絡協議会れん優秀賞
入善町PTA連絡協議会PTA入善連協優良賞
魚津市PTA連合会魚津っ子
射水市PTA連絡協議会ミニ瓦版いみず
南砺市PTA連絡協議会南砺市Ｐ連だより

 受賞おめでとうございます 

会員大会の
ご　案　内 詳しくは９月発行の実行委員会発行のチラシで！

１１月２５日㈯　１３時より　富山県民会館にて
基調講演　女子ソフトボール元日本代表監督　宇津木　妙子　氏
（講演会主催：公益財団法人　富山県PTA親子安全会）

総総評評
いただいただきき
ましましたた


