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PTAの輪
広がっています

高陵バラ園と白バラの花束
高岡市立高陵中学校PTA

PTA親子清掃奉仕活動
小矢部市立津沢中学校PTA

読書のすすめ
朝日町立さみさと小学校PTA

親子で活動する土曜日の科学の時間
滑川市立南部小学校PTA

　 ５月１８日（土）、運動会で優勝した団に白バラを花束
にして贈り、健闘を称えました。受け取った生徒たちや
それを見つめる同級生の眼差しが素晴らしかったです。
　高陵中学校では、PTAと生徒が高陵バラ園を整備
し、そのバラを花束にして、運動会や合唱コンクール
での優勝組に贈呈しています。生徒たちは、いつも嬉
しそうに受けとり、みんな白バラの花束をとることを
目標に頑張っています。

　毎年行われるPTA親子清掃奉仕活動。
　 ５月１９日（日）、生徒・保護者・先生が除草、側溝掃
除、グランドへの土入れ、植樹を行いました。
　親子で協力して校舎周辺がとてもきれいになりまし
た。生徒も学校を大切に使っていこうという気持ちが
高まったのではないかと思います。

　毎年、当校にたくさんの本を寄贈してくださる佐渡
栄寿氏より、本に親しむ秘訣や大切さについて、ドラ
えもんの人気の秘密を例に、楽しい講話がありました。
　特に高学年生には「伝記」ものを推奨され、読書に
よる心や身体への効果や、普段から本を手に取ること
を習慣にしてほしいと述べられました。

　平成２９年度から、科学・理数教育推進のために特例
的な教育課程を編成し「科学の時間」が新設されました。
　昨年度は、 １年「バスボムづくりをしよう」、 ２年
「ゴム動力自動車を作ろう」、 ３年「ゴム動力ペンギン
で遊ぼう」、 ４年「廃油で石鹸を作ろう」、 ５年「身近
な河川の水質を調べよう」、 ６年「ラジオを作ろう」
を実施し、親子一緒に、楽しくものづくりや実験に取
り組むことができました。

美しく咲き誇る高陵バラ園 白バラを受け取る優勝団

側溝掃除に励む男子生徒

ていねいに除草する女子生徒

児童にお話しをされる佐渡さん

県内の
PTA活動を
紹介します

高岡ブロッ
ク

砺波ブロッ
ク

魚津ブロッ
ク

富山ブロッ
ク

親子で楽しく「科学の時間」 真剣なまなざしで作る子供たち
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ワンランクアップ！　 広報紙づくり
広報実技研修会　 ５ 月１９日（日） 八尾コミュニティセンター

主催　富山市ＰＴＡ連絡協議会　共催　富山県ＰＴＡ連合会
　県内のＰＴＡから約１５０名の参加があり、富山県ＰＴＡ連合会　広報アド
バイザーの魚住恭子氏から広報紙作成のノウハウを教えていただきました。
　「ワンランクアップ！広報紙づくり」と題し、ＰＴＡ広報紙の企画やポイ
ント、発行までの流れや編集の在り方に加え、会員が読みたくなるレイアウ
トや特集記事などについて分かりやすい講義がありました。
　次に、グループごとに広報紙の紙面づくりに取り掛かり、テーマ別に用意
された文字サイズの異なる記事や大・中・小の写真を選択して切り貼りし、
一つの広報紙を仕上げました。
　また、出来上がった紙面をスマホで撮影し、みんなで共有しながら討論を
進めるなど、効率よく作業を進める方法も学びました。
　今回は、グループ内で和気あいあいと話しながらも、真剣に取り組むこと
で、今後の広報紙づくりの参考となる講習会でした。

スマホで撮ってみんなで共有

開会のあいさつ

真剣に取り組む参加者 記事や写真を切り貼りしてレイアウト わかりやすく説明される魚住氏

　富山県ＰＴＡ連合会総会に引き続き、第６８回日本ＰＴＡ全国研
究大会実行委員会総会が開催されました。
　２０２０年の開催は富山県として６６年ぶりの開催で、全国から約
８，０００人が集まります。本江実行委員長は、「子供たちのため、保
護者のため、ＰＴＡのために、この大会をぜひ成功させたい」と
いう熱い思いを語られました。
　審議では、平成３０年度事業、決算、監査報告、令和元年度役
員、活動方針、事業計画、予算などの各案が承認され、県下のＰ
ＴＡ会員全体で作り上げようという機運が感じられる実行委員会
総会でした。

第６８回日本 PTA全国研究大会
富山大会実行委員会　総会

〈デザイン意図〉
　このシンボルマークは、チュー
リップをイメージしたフォルムの
中に県鳥ライチョウと立山連峰、
稲と田園風景といった自然豊かな
ふるさと富山の風景を描き、それ
らの境界線から富山の「と」の文
字が見えるようデザインしたもの
です。
原案：高岡市立芳野中学校 ３年
� 　星野七海さん

　富山での開催は、
６６年ぶり！

全国から約８，０００人が
集まります。

第６８回日本ＰＴＡ全国研究大会
富山大会　シンボルマーク
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富山県ＰＴＡ連合会定期総会
６ 月 １ 日（土）　サンシップとやまにて

　令和元年６月１日（土）、サンシップとやまにて定期
総会が開催され、平成２９・３０年度会長の水谷千万夫
氏から、令和元年度新会長の本江学氏にバトンが引
き継がれました。
　ＰＴＡ活動に尽力された方々に感謝状と表彰状が
贈られ、受賞者を代表して鳥山三伸氏より謝辞があ
りました。
　また、来賓を代表して富山県教育委員会伍嶋教育
長と富山県議会中川議長より祝辞を頂きました。
　審議では、平成３０年度事業、決算、監査報告、令
和元年度役員、活動方針、事業計画、予算などの各
案が承認されました。
　２０２０年に富山で開催される第６８回日本ＰＴＡ全国
研究大会富山大会に向けて、県内すべてのＰＴＡ活
動を今まで以上に元気にし、すべての会員が一つに
なるような活動を進めていきたい、という本江新会
長の思いが伝わる総会でした。

令和元年度
本江学会長

　子供たちは我々大人たちの宝で
あり、また、未来への希望でもあ
ります。今の子供たち、そしてま
だ見ぬ ５年、１０年先の次世代の子
供たちのためになるような活動を
本気で取り組んでいきます。

『考えよう・思い描こう
 ＰＴＡの未来』

令和元年度　役員 感　謝　状
◎　個　　人
水谷千万夫（前県ＰＴＡ連合会会長）
御囲伸太郎（前県ＰＴＡ連合会副会長）
渡辺　誠治（前県ＰＴＡ連合会副会長）
古川　尊久（前県ＰＴＡ連合会副会長）
井澤　伸生（前県ＰＴＡ連合会副会長）
老月由美子（前県ＰＴＡ連合会副会長）
丸山　正宏（前県ＰＴＡ連合会副会長）
大田　儀子（前県ＰＴＡ連合会運営専務）
石坂　教洋（前県ＰＴＡ連合会会計専務）
家敷　誠貴（前県ＰＴＡ連合会会員大会実行委員長）
藤岡　正行（前県ＰＴＡ連合会研修委員長）
黒田　哲司（前県ＰＴＡ連合会教育環境問題委員長）
宮村　勇太（前県ＰＴＡ連合会広報委員長）
大西　大紀（前県ＰＴＡ連合会家庭教育委員長）
荒井　智子（前県ＰＴＡ連合会監事）

狩谷　　進（前県ＰＴＡ連合会アドバイザー）
浅尾　　誠（前県ＰＴＡ連合会アドバイザー）
廣上　昭代（前県ＰＴＡ連合会アドバイザー）
◎　団　　体
射水市立塚原小学校ＰＴＡ（会長　吉岡優一郎）

表　彰　状
◎　個　　人
野口　篤史（元朝日町ＰＴＡ連絡協議会　会長）
上田　尋也（前上市町小中学校ＰＴＡ連絡協議会　会長）
水口　　満（元富山市立西部中学校育成会　会長）
室　　敬人（元富山市立東部中学校奨学会　会長）
藤岡　正行（元射水市ＰＴＡ連絡協議会　副会長）
鳥山　三伸（前高岡市立志貴野中学校ＰＴＡ　会長）

◎　団　　体
富山市立西田地方小学校ＰＴＡ（会長　大丸　　巌）
富山市立中央小学校ＰＴＡ（会長　内山　英史）
富山市立光陽小学校ＰＴＡ（会長　清水　伸行）
富山市立南部中学校ＰＴＡ（会長　大澤　恒寛）
高岡市立千鳥丘小学校ＰＴＡ（会長　米澤　匡希）
高岡市立牧野中学校ＰＴＡ（会長　成瀬　裕樹）
氷見市立速川小学校育友会（会長　上野　　俊）
南砺市立福野中学校育友会（会長　山口　幸夫）

会　長	 本江　　学（高岡・高岡市Ｐ・芳野中）
副会長（会長指名・職務代行）	瀬川　信子（富山・上市町Ｐ・上市中）
副会長（会長指名・母親代表）	勝田　　民（魚津・朝日町Ｐ・さみさと小）
副会長（会長指名）	 本島　直美（魚津・黒部市Ｐ・高志野中）
副会長（会長指名）	 寺島　雅峰（富山・富山市Ｐ・芝園中）
副会長（会長指名）	 内山　　剛（富山・富山市Ｐ・城山中）
副会長（会長指名）	 大西ゆかり（高岡・射水市Ｐ・下村小）
副会長（会長指名）	 島田　雅康（高岡・射水市Ｐ・小杉中）
副会長（会長指名）	 柳田ゆかり（高岡・氷見市Ｐ・南部中）
副会長（会長指名）	 髙橋　克史（砺波・小矢部市Ｐ・大谷中）
副会長（会長指名）	 山口　幸夫（砺波・南砺市Ｐ・福野中）
副会長（ブロック代表）	 橋本　　斎（魚津・魚津市Ｐ・西部中）
副会長（ブロック代表）	 鉾井　文明（富山・立山区域Ｐ・雄山中）
副会長（ブロック代表）	 中村総一郎（高岡・高岡市Ｐ・高陵中）
副会長（ブロック代表）	 奥野　康宏（砺波・南砺市Ｐ・吉江中）
副会長（小学校長）	 橋本　浩一（富山・堀川南小）
副会長（中学校長）	 南島　　啓（富山・城山中）
運営専務	 田中　吉春（魚津・入善町Ｐ・ひばり野小）
運営専務	 奥井　良樹（富山・富山市Ｐ・大沢野中）
運営専務	 伊藤　宗寛（高岡・高岡市Ｐ・定塚小）
運営専務	 岩田　元一（砺波・小矢部市Ｐ・大谷中）
会計専務	 田中　正博（魚津・入善町Ｐ・入善中）
会計専務	 石倉　昌典（富山・滑川市Ｐ・東部小）
総務特別委員長	 川波　智香（富山・富山市Ｐ・北部中）
県Ｐ会員大会実行委員長	 稲垣　　昌（富山・立山区域Ｐ・利田小）
研修委員長	 関口　謙一（魚津・魚津市Ｐ・東部中）
教育環境問題委員長	 越桐　兼広（砺波・小矢部市Ｐ・石動小）
広報委員長	 木間　幸雄（高岡・高岡市Ｐ・高陵中）
家庭教育委員長	 村江　省三（高岡・氷見市Ｐ・北部中）
監　事	 牧　　伴典（魚津・朝日町Ｐ・朝日中）
監　事	 奥井　康彰（富山・上市町Ｐ・南加積小）
監　事	 寺岡　京美（砺波・砺波市Ｐ・砺波東部小）
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再生紙を使用しています
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平成３０年度富山県小・中学校ＰＴＡ

広報紙コンクール表彰式
５ 月１９日（日）　八尾コミュニティセンターにて

　小学校７３点、中学校３０点、地区ＰＴＡ ５点の計１０８点の応募がありまし
た。選考会では「見やすさ、内容、企画性」などを総合的に評価し、各賞が
選ばれました。心に残る作品が多数あり、各校の「伝えよう！」という思い
が感じられる心に残る広報紙が多数ありました。
　ＰＴＡ広報紙は　家庭・学校・地域をつなぐ大事な媒体です。今回の受賞
がＰＴＡ活動のさらなる充実と活性化の一助になってほしいと思います。
　なお、審査評は北日本新聞社 立野貢史編集局デスクによるものです。

■審査評
　活動テーマ「楽しく面白く」に沿った親
子で読みたくなる内容でした。写真や原稿
のレイアウト、連載コーナーなど作り手の
熱意が伝わり、高い評価を得ました。手作
りフォトフレームなど毎号凝った付録もあ
り、アイデア満載でした。

年 ３回以上発行の部　小学校
最優秀賞　出町小父母と教師の会

■審査評
　 ３年連続の最優秀賞。モノクロにこだわ
り、濃淡を生かした味わいがありました。
表紙の手の写真は、親、子ども、学校が一
体となって頑張るイメージが伝わってきま
した。特集「生活リズムの確立」は考えさ
せられる内容でした。

年 ３回以上発行の部　中学校
最優秀賞　福野中育友会

■審査評
　 ２号を通してマンドリン活動と家族班を
詳しく特集し、歴史と人のかかわりをわか
りやすく紹介しています。表紙の写真から
巻末に至るまで子どもたちの元気な姿や積
極的なＰＴＡ活動をとらえており、引き付
けられる内容となっています。

年 ２回発行の部　小学校
優秀賞　滑川・南部小ＰＴＡ

■審査評
　 ３年連続の優秀賞。特集「親の本音・子
の本音」を受け継ぎ、テーマの料理、読書
は、アンケート調査が充実し、読みごたえ
がある内容でした。表紙の作り方や各面の
レイアウトも読みやすく、ＰＴＡ活動の様
子も細かく示されていました。

年 ２回発行の部　中学校
優秀賞　富大附属中ＰＴＡ

第 ７回富山県ＰＴＡ会員大会 ＣＨＡＮＣＥ ～新たな出会い 新たな学び ともに未来へ～
開催日時：令和元年１１月３０日㈯　１３：００～（受付１２：００）
会　　場：富山県民会館
主　　催：富山県ＰＴＡ連合会
後　　援：富山県　富山県教育委員会
大会内容：各種分科会
　　　　　研究指定ＰＴＡ発表
　　　　　　小学校の部　富山市立　堀川小学校有成会
　　　　　　中学校の部　砺波市立　般若中学校ＰＴＡ

●●●●●● 受賞おめでとうございます ●●●●●●
年 ３回以上発行の部

●小学校
最優秀賞 でまち 出町小父母と教師の会
優秀賞 しばしょうファイト!! 芝園小ＰＴＡ

立志 西田地方小ＰＴＡ
博労 博労小ＰＴＡ
トライアングル 福野小父母と教師の会

優良賞 さみさと さみさと小ＰＴＡ
いしだ 石田小ＰＴＡ
PTA会報上中島 上中島小教育振興会
広報よつば よつば小ＰＴＡ
尽信 豊田小育友会
たまがき 鵜坂小ＰＴＡ
みどり 神通碧小ＰＴＡ

努力賞 純和 北加積小ＰＴＡ
みなみのこえ 南加積小ＰＴＡ
高野 高野小ＰＴＡ
せんとらる 富山・中央小ＰＴＡ
勉致 五福小ＰＴＡ
有成 堀川小有成会
光陽 光陽小ＰＴＡ
はぎうら 萩浦小萩友会
みずほ 神保小ＰＴＡ
のむら 野村小ＰＴＡ
矢流 石動小ＰＴＡ

ふれあい 砺波南部小ＰＴＡ
たけのこ 福光中部小ＰＴＡ

●中学校
最優秀賞 はぐくみ 福野中育友会
優秀賞 みしま野 大門中ＰＴＡ

といで 戸出中ＰＴＡ
優良賞 東風 魚津・東部中ＰＴＡ

育成 舟橋中育成会
努力賞 やまむろ 山室中ＰＴＡ

年 ２回以上発行の部
●小学校
優秀賞 なんぶ 滑川・南部小ＰＴＡ
優良賞 こぶし 立山中央小愛育会

愛育 立山小愛育会
志保乃 大久保小育成会
みやの 宮野小ＰＴＡ

努力賞 まつば 松倉小育成会
清流 清流小ＰＴＡ
ながおか 長岡小ＰＴＡ
りゅうばんⅤ 八尾小龍蟠会
逢源 塚原小ＰＴＡ

●中学校
優秀賞 たがえし 富大附属中ＰＴＡ
優良賞 絆 速星中ＰＴＡ

藤架 氷見・北部中育友会
努力賞 しばぞの 芝園中奨学会

希望の塔 大谷中ＰＴＡ
学びの窓 蟹谷中ＰＴＡ
吉江中学校ＰＴＡだより 吉江中ＰＴＡ

特別賞の部
会長賞 みどり 神通碧小ＰＴＡ

地区ＰＴＡの部
最優秀賞 PTA広報たかおか 高岡市PTA連絡協議会
優秀賞 れん 富山市PTA連絡協議会
優良賞 ＰＴＡ入善連協 入善町PTA連絡協議会

魚津っ子 魚津市PTA連合会
努力賞 南砺市Ｐ連だより 南砺市PTA連絡協議会

　優秀広報紙集は、各学校に １部配布してあ
ります。
　ご希望の方には、頒布（ １冊１，２００円）し
ますので、富山県ＰＴＡ連合会事務局にお問
い合わせください。

■基調講演（参加費無料）　
　「子は育ち親も育つ
� 楽しまなくちゃもったいない」
　講師　高野　優 氏
　　　　（育児漫画家　エッセイスト）
基調講演主催
　公益財団法人富山県PTA親子安全会

ヤマグチユキオ


