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　研修内容は二部構成で、まず「ワンランクアップ　ＰＴＡ広報紙づくり」と題し、富山県ＰＴＡ
連合会　広報アドバイザーの魚住恭子氏より会員が読みたいＰＴＡ広報紙の企画やポイント、発
行までの流れや編集について分かりやすく講義がありました。
　次に、フォトグラファーの柴佳安氏より写真撮影のコツを教えていただきました。実際にロ
ビーに出て逆光時の撮影のポイントなどについて体験的に学ぶ実技場面もあり、参加者は楽し
みながら和気あいあいと講習を受けていました。
　今後の広報紙づくりの参考にしていきたいと思う研修会でした。
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富山市立熊野小学校有隣育友会

富山ブロック

　熊野小ＰＴＡでは毎年、校下体育協会と合同で親
子スポーツ体験会を開催しています。
　普段中々出来ないスポーツや親子、地域の交流
の場として楽しみながら行っています。
　保護者の中には、子供以上に夢
中になる方も多く、またやりたい
との声も。
　毎年、続
けていきた
い活動です。
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氷見市立朝日丘小学校育友会

高岡ブロック

　１学期に行われる運動会において、各委員会よ
り食品販売ブースを出店しました。
　各委員会ごとに昨年度の実績、前売り券の数、
また天候等を踏まえて今年度の当日販売の分を想
定して、注文、販売を行いました。委員会におけ
る保護者の繋が
り、買いに来て
くれる子供たち
とのふれあいも
楽しく行うこと
が出来ました。
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黒部市立高志野中学校ＰＴＡ

魚津ブロック

　５月２６日㈯、黒部名
水マラソン（県内外
９，６６１名参加）の前日ボ
ランティア清掃を行い
ました。　生徒たちは
保護者の協力のもと、参加ランナーの方々に気持

ち良く走ってもらおうと黒
部市総合体育館周辺やマラ
ソンコース沿いのゴミ拾い
を行い、気持ちの良い汗を
流しました。
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南砺市立福光中学校ＰＴＡ

砺波ブロック

　福光中学校では毎年６
月に、ＰＴＡ主催で１学年
保護者懇談会を行なって
います。お互いを知って
もらう為、自己紹介やテ
ーマを決めて意見交換をします。今年のテーマは

“ＳＮＳのルール”と“お
小遣い”でした。各家庭
いろいろと工夫があり、
みなさん参考になったと
思います。

県内のＰＴＡ活動を紹介します

　近年では広報紙の
山県PTA広報委員
く、現状、対策、改

現在の広

煙PTA活動費の中
める割合が大きい

煙発行までの時間が
煙予算がない
煙作るのが大変（委
多い）

煙読んでない人が多
煙細かい所に気をつ
煙広報紙に掲載しな
に活動の様子を掲

煙広報紙を廃止して
ないから保留との
ないから

煙予算削減のために
煙予算削減のために
煙発行回数を減らし
煙広報紙ではモノク
掲載している

煙HPに広報紙に掲
や記事を掲載して

煙広報紙を読んでい
発見

煙自分の子供の写真
煙広報委員会だけは
煙地域の方に褒めら
煙参加していない活

県内すべての小中学校に
配付してます！！
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受賞おめでとうございます　　　
年３回以上発行の部

（福野中育友会）はぐくみ（西田地方小PTA）立志最優秀賞
（博労小PTA）博労（大島小PTA）ひろば優秀賞
（福野小父母と教師の会）トライアングル（出町小父母と教師の会）でまち
（山室中PTA）やまむろ（舟橋中育成会）育成
（上中島小教育振興会）PTA会報　上中島（大町小育友会）明理優良賞
（石動小PTA）矢流（堀川小有成会）有成
（魚津・東部中PTA）東風（福光中部小PTA）たけのこ

（大門中PTA）みしま野
（石田小PTA）いしだ（さみさと小PTA）さみさと努力賞
（本江小育友会）ほんごうだより（松倉小育成会）まつば
（五福小PTA）勉致（南加積小PTA）みなみのこえ
（神明小PTA）博隆（豊田小育友会）尽信
（鵜坂小PTA）たまがき（萩浦小萩友会）はぎうら
（歌の森小PTA）うたごえ（神通碧小PTA）みどり
（野村小PTA）のむら（定塚小PTA）ふるしろ
（魚津・西部中PTA）ふきのとう（砺波南部小PTA）ふれあい
（城端中PTA）啓心（富山・南部中PTA）南風

年２回発行の部
（富大附属中PTA）たがえし（大久保小育成会）志保乃優秀賞
（長岡小PTA）ながおか（滑川・南部小PTA）なんぶ優良賞
（石動中PTA）心の城（牧野中PTA）ひこばえ
（立山中央小愛育会）こぶし（村木小育成会）むらき努力賞
（速星小PTA）ふれあい（新保小親進会）親進
（速星中PTA）絆（宮野小PTA）みやの
（蟹谷中PTA）学びの窓（氷見・南部中育友会）うしお

（井波中育友会）ゆきわり草

会長賞（年３回以上発行の部）
みしま野（大門中PTA）

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

（南砺市PTA連絡協議会）南砺市P連だより（富山市PTA連絡協議会）れん優秀賞
（魚津市PTA連合会）魚津っ子（入善町PTA連絡協議会）PTA入善連協優良賞

　小学校７５点、中学校４０点、地区
ＰＴＡ５点の計１２０点の応募があり
ました。
　選考会では審査員の方々が「見
やすさ、内容、企画性」などを総
合的に評価し、各賞が選ばれまし
た。また、今年度は会長賞を設け
るなど、心に残る作品が多数あり
ました。
　ＰＴＡ広報紙は家庭、学校、地域
をつなぐ情報ツールとしてＰＴＡ
活動の更なる活性化に繋がってい
って欲しいと思います。

　今回、最優秀賞を受賞した「立志」はフルカラーではないものの、雑
誌風のレイアウトが新鮮で、審査員の高評価を得ました。
　全体を通して言えることは、一番の評価ポイントとして見やすさ、
読みやすさがあげられますが、特集企画も大きなウエィトを占めま
す。ここ数年は世相を反映してＳＮＳなどをテーマにする広報紙が多
いようです。どこまで深掘りした特集になっているか、どれだけ読
んだ人の参考になる内容か。あくまでＰＴＡ活動の一つですから、時
間や労力をさほど割けないでしょうが、自己満足に
陥ることなく、広報紙を手にする人たちの目線を大
切にしてほしいと思います。（一部抜粋）

総評より
北日本新聞社　編集局次長　　　　　　
編制本部副本部長　水野敏雄　氏
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平成２９年度富山県小・中学校ＰＴＡ

広報紙コンクール表彰式
５月２７日㈰　八尾コミュニティセンターにての発行を取りやめるPTAもあると聞いてます。富

員会では今一度、広報紙の役割や機能を再確認した
改善点など話し合いました。

広報紙の取り巻く環境について

中で発行費の占
い
がとられる

委員会の回数が

多い
つかう
なくても、ホームページ（HP）
掲載している
て、HPに移行したいが地域の年配の方々が見られ
の意見もあります。わざわざHPを開かないといけ

次号へつづく

にカラーからモノクロに
にページ数を減らす
した
クロ、HPではカラーで

掲載できなかった、写真
ている
いて新たなPTA活動の

真掲載してあり嬉しい
は入りたくなかった
られた
活動がわかってよかった。

などなど

　みなさんは学校のPTA広報紙を読んでいま
すか？
　広報紙を読んでどのように感じますか？
　次号は今後の広報紙のあり方などお伝えして
いきます。
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再生紙を使用しています

第１８０号允　平成３０年７月１０日号

◎個　　　人
草　野　敬　一（元黒部市ＰＴＡ連絡協議会会長）
長　勢　英　二（前魚津市ＰＴＡ連合会副会長）
松　浦　哲　司（前立山区域ＰＴＡ連合会会長）
青　山　益　広（前富山市立芝園中学校奨学会会長）
坂　本　幸　男（前富山市立新庄中学校ＰＴＡ会長）
猶　明　義　仁（前富山市ＰＴＡ連絡協議会副会長）
北　川　哲　也（前富山市立藤ノ木中学校ＰＴＡ藤波の会会長）
高　木　政　治（前富山市立上滝中学校育友会会長）
武　田　義　輝（前富山市立城山中学校ＰＴＡ会長）
中　島　英　樹（前射水市立新湊南部中学校ＰＴＡ会長）
越　後　嘉　一（前射水市ＰＴＡ連絡協議会会長）
千　田　良　介（前射水市立小杉中学校ＰＴＡ会長）
佐　伯　浩　子（前高岡市ＰＴＡ連絡協議会副会長）

◎　団　　体
富山市立大久保小学校育成会 （会長　坂下　裕康）
富山市立神通碧小学校ＰＴＡ （会長　城生　正昭）
富山市立上滝中学校育友会 （会長　杉森　達朗）
射水市立大門中学校ＰＴＡ （会長　明地　和義）
高岡市立野村小学校ＰＴＡ （会長　熊木　智昭）
高岡市立中田中学校ＰＴＡ （会長　宮崎　　実）

表　彰　状

富山県ＰＴＡ連合会 定期総富山県ＰＴＡ連合会　定期総会会
日本PTA全国研究大会実行委員会（設立）総日本PTA全国研究大会実行委員会（設立）総会会

６月２日㈯ 「サンシップとやま」に６月２日㈯　「サンシップとやま」にてて
　平成３０年６月２日㈯、サンシップとやまにて定期総会が開催さ
れました。
　水谷会長の開会の挨拶では、会員の皆様への感謝の言葉の後、
現在の子供たちを取り巻く環境の変化や少子化の問題などについ
て、「大人たちの輪」を広げることによって、これらを解決する流れを作りたいとの思いが語られました。
　次に、ＰＴＡ活動に尽力された方々に感謝状・表彰状が贈られ、受賞者を代表して津川秀和氏から謝辞
を頂きました。　　
　また来賓を代表して、渋谷克人教育長様、高野行雄県議会議長様より祝辞を頂きました。
　審議では、平成２９年度事業報告・事業会計他、平成３０年度の役員・活動方針・事業計画・日Ｐ富山大
会実行委員会設立他、８項目について承認されました。
　今年度で県ＰＴＡは設立７０周年になります。この記念
すべき年度をきっかけに、２０２０年に富山で開催される
日Ｐ全国大会に向けて、県内全てのＰＴＡ活動を今まで
以上に活性化させたいという思いが伝わる総会でした。

　県Ｐ連定期総会に続いて、第６８回日本ＰＴＡ全国研究大会富山大会　実行委員会（設立）総会が開催さ
れました。
　冒頭の本江実行委員長の挨拶では、富山弁を交えながら「子供たちのため、保護者のため、富山県の
ために、なんとかこの大会を成功させたい」という思いが語られました。　
　審議では、実行委員会会則・役員・事業計画・予算・スローガンなど５項目について承認されました。
　２０２０年の全国大会は、富山県として６４年ぶりの開催になります。全国大会は県ＰＴＡ役員だけで作るも
のではなく、会員全員で作り上げるものという思いが伝わる実行委員会（設立）総会でした。

第６８回日本ＰＴＡ
　　全国研究大会富山大会
第７６回日本ＰＴＡ
　　東海北陸ブロック研究大会富山大会

７０周年記念　第６回会員大会
ＴＯＧＥＴＨＥＲ
～つながり“ＷＡ！”を広げるために～

１１月２４日㈯　１０：３０より　富山県民会館
基調講演　　「子どもの善意を信じると、子どもは伸びる、
　　　　　　　子育てが楽で愉しくなる

～ビリギャル家族の真実～」
講　　師　　橘　こころ氏
（講演会主催　公益財団法人　富山県ＰＴＡ親子安全会）

◎　受　賞　者
深　松　　　茂（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
久保田　真砂美（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
鳥　山　三　伸（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
津　川　秀　和（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
武　島　　　浩（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
滝　脇　一　夫（前県ＰＴＡ連合会　副会長）
古　川　和　幸（前県ＰＴＡ連合会　運営専務）
宮　田　智　行（前県ＰＴＡ連合会　運営専務）
澤　﨑　　　敬（前県ＰＴＡ連合会　会計専務）
上　野　康　人（前県ＰＴＡ連合会　会計専務）
庭　田　龍　信（前県ＰＴＡ連合会　総務特別委員長）
魚　津　正　浩（前県ＰＴＡ連合会　会員大会実行委員長）
西　田　康　彦（前県ＰＴＡ連合会　研修委員長）
明　野　さやか（前県ＰＴＡ連合会　広報委員長）
吉　田　博　明（前県ＰＴＡ連合会　監事）
千　田　良　介（前県ＰＴＡ連合会　監事）

高　田　裕　法（前県ＰＴＡ連合会　アドバイザー）
岩　折　　　毅（前県ＰＴＡ連合会　事務局長）
――――――――――――――――――――――――――
南砺市立福野中学校育友会（会長　小西　宏和）

感　謝　状

大会シンボルマーク
大募集！！
詳しくはＨＰへ




