
　

　子どもが多かった
ので、必然的に毎年
委員を…。

　夫にいただいた
話でしたが、
代わりに私が…。笑

新PTA役員・委員
応援特集!!

5月になり、それぞれの学校でのPTA活動も本格化してきましたね。
　中には初めてPTA役員になられて、「これからどうしたらいいんやろ？」と、 
不安に思われている方もいらっしゃると思います。

今月号では、そんな方々の不安を少しでも和らげ、PTA活動に前向きに 
取り組んでいただくため、昨年度各学校でPTA役員を務められた方々から
コメントをいただきました。

PTA役員経験者から
エールを送ります！

近衛中学校
今野会長

石田小学校
岸本はぐくみ委員

でも、実際にＰＴＡ役員をやってみると！

西総合支援学校
大野会長

紫野高校　石原会長

西総合支援学校
大野会長

　親同士のつながりがで
き、学年・学部を越えた人
脈に繋がり、今ではPTA活
動をやっていてよかったと
思うようになりました。

　私が引き受けない
と、みんなが帰れない
雰囲気につい…。

　地域のつながりを強く感じる事
ができました。そして、その感謝
の気持ちを子どもたちに伝えるな
ど、感謝の気持ちの連鎖に繋が
りました。

松原中学校
髙岡親まなび委員

　友達に「一緒にやろ
う」と誘われて、何が
何かわからないまま
仕方なく…。

　10年前、断りきれずに
中学校の役員を引き受け
たのがきっかけで…。

嵐山東小学校
植村会長

　保護者や先生方をはじめ、
地域の皆さんがあたたかく、
子どもたちに多くの支えがあ
ることが良くわかりました! 数
多くの素敵な出逢いがあり、
充実した毎日を過ごすことが
できました。
嵐山東小学校
植村会長

呉竹総合支援学校
佐々木会長

　行事に参加するうちに
友達も増え、企画・運営
も楽しくなってきました！

まだまだ続くよ！

1 市P連ホームページ:http//www.kyoto-pta.jp/　メールアドレス:kyoto-pta@edu.city.kyoto.jp
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近衛中学校
今野会長

大宮小学校
山本会長

深草幼稚園　芹澤副会長
東総合支援学校
北村会長

　他園の訪問や幼Pメン
バーとの交流で視野が広
がり、自分自身の成長に
も繋がりました!

紫野高校
石原会長

石田小学校　岸本はぐくみ委員

４月１６日、京都市ＰＴＡ連絡協
議会は、人づくり21世紀委員会と
の共催で、「憲法月間人権啓発パ
レード」を実施しました。

　たくさんの人と繋が
り、子どものためのい
ろんなネットワークの
広がりを感じました。

　何事にも一生懸命取り組む
高校生たちと接することがで
きました。

　学校に行くと、先生方から子
どもが頑張っている事やおも
しろエピソードをタイムリー
に聞けたのもよかったです。

   先日ふと『うちの小学校の親っ
て何人いるんだろう？』と数えて
みると1,100人もいました。私は
その会長を任されているというこ
とを誇りに思うとともに、やりが
いを感じています。PTAは子ども
が学校にいるうちじゃないとでき
ないことです! 折角の機会ですか
ら、PTA活動に参加して、保護者
同士の繋がりをひろげていってく
ださい!!

　子どもたちから
も「頑張って」と声
掛けされたり、嬉
しいことが増えま
した♪

    子どもたちの演奏を先頭に、
 人権啓発パレードを

実施！！

全市校園長会開催

最大限に伸ばすのが
学校教育の最大の使命！

全市から約500名のPTA会長等が集
い、上京中学校吹奏楽部の皆さんによ
る元気いっぱいのマーチング演奏を先
頭に、市役所前広場から京都市総合教
育センターまでパレードし、道行く人々
に人権の大切さを訴えかけました。

4月12日、全市の市立学校・幼稚園の校園長、奥野市P連会長をはじめとす
る各校種PTA代表、新家人づくり21世紀委員会幹事長、教育委員会の幹部職
員が一堂に会し、「全市校園長会」が開催され、本市の教育課題を共有し、取
組の方向性を確認しました。

在田教育長の訓示では、「子どもの貧困率が16.3％と調査開始以降最悪を
更新する中で、家庭の経済的な状況にかかわらず、すべての子どもたちが可能
性を最大限に伸ばし、自らの未来を切り拓いていくための教育環境づくりを
しっかりと進めていくことが、学校教育に求められる最大の使命の１つである」
とし、28年度の重点事項を参加者全員で共有いたしました。

すべての子どもたちの可能性を

開かれた学校づくりの更なる推進と 
地域住民・保護者との共汗で進める 
新しい学校づくり
確かな学力向上対策と校区の状況に 
応じた小中一貫教育の推進
創造的で個性豊かな子どもの育成
グローバルコミュニケーション力の育成と、
国際化に対応した日本語教育の一層の推進
心身ともに健全でたくましい 
子どもの育成
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薬物乱用防止教育、
いじめ、不登校対策
幼児教育推進・ 
子育て支援の充実
障害のある人もない人も 
いきいきと学び、 
育むことのできる教育環境の整備
魅力あふれる高校づくりの推進
生涯学習の推進

平成28年度重点事項
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ＰＴＡ活動はこんなにメリットがいっぱい！



教育タイムズ

ＰＴＡフェスティバルの準備をする支部代表

ＰＴＡフェスティバル

親まなび委員会
って、なぁ〜に?
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活動報告会

小P蓮 中P連

動もさまざま。委員会では「こんな研修会
やりました」「おもしろそう。うちにもその
講師の先生に来てほしい」「役員を決める
のが大変で…」「学校の近くにこんな施設
があります」「今度、そこに行ってみたい」な
ど、ざっくばらんにいろんな話ができます。
話題は学校のことだけでなく、家庭での悩
みから地域のことまで、本音トークが炸裂。
単Pだけでは知りえない情報を得られると
同時に、家庭や学校での共通の悩みや問題
について考える機会もあり、他校のPTAと
もつながりができる、井戸端会議のような
感じです。

「親まなび委員会」の始まりは昭和61
年。校長やPTA会長をはじめ男性がほとん
どだったPTA活動に、女性（母親）の参加を
目指して設置された「母親委員会」が前身
です。平成19年度から「親まなび委員会」と
名称が変わり、親として学び育つことに重
点を置いて、各校から選ばれた委員が支部
ごとに集まり、交流や情報交換を行ってい
ます。さらに各支部の代表と副代表が毎月
京都アスニーに集まり、支部の活動報告や
研修会・学習会の開催などを通して、全市
的に情報を共有、交流しています。

各校の生徒数や環境も違えば、PTA活

はぐくみ委員会の前身は、昭和54年に
女性の声を届けるために設置された「婦人
問題委員会」です。婦人問題委員会から何
度か呼び名が変わり、平成21年に、子育て
に関する互いの問題を共有し話し合い、交
流を深め、その成果を一般のPTA会員に
発信するために小P連の専門委員会として

「はぐくみ委員会」が設立されました。
はぐくみ支部代表の一年の大きな活動

としては、月一回の定例会議、小中合同学
習会、はぐくみ全市交流会、PTAフェティバ
ルブース出展、年度末の報告会、各支部で
の研修会企画開催などがあります。

今年度のはぐくみ・親まなび合同学習会
では、小中共通の問題でもあるケータイ
をテーマにした研修会を企画しました。全
市交流会では、子どもたちのコミニュケー
ション能力不足をテーマに、一枚の風呂敷
から子どもたちの想像力などの見えない
力をはぐくむ大切さを学びました。

また、今年度独自の取組として、「麻薬と
脱法ハーブ」をテーマに、はぐくみ支部代表
者研修会を企画しました。麻薬は、一度でも
使用すると当たり前の生活が当たり前に送
れなくなることの恐ろしさを実感し、とても
勉強になる研修会でした。

はぐくみ支部代表者研修会

はぐくみ委員会
って、なぁ〜に? 

会議の様子

全市交流会

はぐくみ委員会 親まなび委員会

障害者差別解消法が4月に施行されました。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」は、障

害のある人が障害のない人と同じようにサービスの提供などを受けることができる
よう、役所や学校、会社やお店などが、障害を理由に「不当な差別的取扱い」をしない
こと、そして「社会的障壁」（バリア）を取り除くために「合理的配慮」をすることを定め
ています。

障害のある人が受ける様々な制限は、その人の障害だけが原因ではなく、社会の
側にバリアがあるという考え方です。

私たち一人ひとりは、それぞれの立場から、どのように行動すればよいでしょうか。
障害のある人もない人も、すべての人が違いを認め合い、つながりを持ち、支え

合うまちづくりを進めていきましょう。

※詳しくは京都市ＨＰをご覧ください。
   〈京都市情報館〉→〈健康・福祉・教育〉→〈障害者福祉〉→〈障害を理由とする差別の解消の推進〉
   ＵＲＬ http://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/44-15-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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今月号が、27年度の情報発信委員会で作成する最後の
PTAしんぶんとなりますが、皆さん1年間活動してみていか
がでしたか？

久保川　情報発信委員長

　子どもたちがオーケストラ演奏の素晴らしさに触れ、音楽を通じて親子の
ふれあいを深める 「親子コンサート」を開催します。
　どなたでも無料で御参加いただけますので、お気軽にお申込みください。

申込方法　�往復はがきに、郵便番号、住所、氏名、電話番号、参加者氏名
 （大人･子どもの明記）を記入の上、下記の宛先に送付してください。 
※はがき1枚につき、5名まで申込可能。応募者多数の場合は抽選となります。
〒604－8064 
富小路通六角下る 元生祥小学校内 
京都市教育委員会生涯学習部　家庭地域教育支援担当

申込期間　6月1日（水）～12日（日）【消印有効】

親と子がふれあう
ひと時を！！

京都市学校・幼稚園ＰＴＡ感謝の集い
親子コンサートを開催！

演奏曲目

１．�熱狂的なボヘミアの民族舞曲！�
ドヴォルザーク:スラブ舞曲第１集�第１番

２．�ソフトバンクのＣＭでもおなじみ！
チャイコフスキー:バレエ「くるみ割り人形」より�
＜あし笛の踊り＞＜トレパーク＞

３．�馬に乗り狩りを楽しんでいる様子が
いきいきと伝わってくる曲♪�
Ｊ・シュトラウスⅡ世:ポルカ「狩り」

４．�浅田真央選手がバンクーバーオリンピックで
使用した名曲�
ハチャトゥリアン:組曲「仮面舞踏会」よりワルツ

５．�打楽器を使用した活気あるテンポに注目!!
ビゼー:組曲「アルルの女」よりファランドール

６．�指揮者体験コーナー
ブラームス:ハンガリー舞曲第５番�

7．＜みんなで歌いましょう＞　ふるさと
8．�パイプオルガンとピアノを使っての大迫力の演奏！
サン＝サーンス：交響曲第３番「オルガン付き」より
第２部マエストーン

開催日：平成28年7月2日（土）
時　間：午前10時 開始（受付 午前9時30分～）

会　場：京都コンサートホール大ホール
※冒頭約30分間、感謝状贈呈式を行います。

作るからには、少
しでも皆さんに興
味をもってもらえ
るように頑張りま
した！

岡本　幼 P連
広報担当

今井　総 P連
広報担当
小学校で人気の
メニュー、「ぷり
ぷり中華」の記事
も良かったです
よね！
笑

情報発信委員会とは
京都市 PTA 連絡協議会に設置された委員会です。主に、５回発行の PTA
しんぶんや PTAホームページ等の編集、制作を担当しています。

総合支援学校で提供さ
れている低カロリー給
食のことなど、今まで
知らなかったことが知 
れて良かっ
たです。

中村　情報発信
副委員長

制作側から言えば、ぜひ読
んでいただいている方のご
意見を聞かせて欲しいで
す。いろいろな意見を言って
いただいたほう
が、今後のＰＴＡ
しんぶん制作へ
の励みにもなる
と思うんです。

安田　小 P連
広報担当

最初は、PTAしんぶんって
どこかの業者が作成してい
るものだと思っていました。
５校種（幼、小、中、高、総）の
PTAの広報担
当者で取材・編
集 すると聞 い
て、最初は戸惑
いました。

白川　中 P連
広報担当

PTAしんぶんが
できるまで情報発信委員会から

読者の皆さんへ！
今月号では、「PTA しんぶん」をより良くするた
めに、皆様からご意見を募集いたします。

「こんな特集が読みたい！」「困りごとに解決する
ヒントが欲しい」など、ＰＴＡ活動に関わる皆様の
お声をお聞かせください！！

10月号（No.69）では
「食」を共通のテーマに、
それぞれの校種で伝えた
いことを執筆しましたね。
高校の学食
での取材は
美味しくて、
楽しかった！
笑

森里　高 P連
広報担当

お待ちしています

kyoto-pta@edu.city.kyoto.jp
市Ｐ連情報発信委員会

PTA しんぶんの感想、今後取り上げて欲しいテーマなどをお寄せください。

ということで… PTAしんぶん ご意見募集中！そうですね。
是非ご意見を聞かせて
いただきたいですね。
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