
公益財団法人京都踏水会
京都市左京区聖護院蓮華蔵町33-5（川端丸太町東へ徒歩3分南側入る）

（一般社団法人）日本スイミングクラブ協会水泳資格認定指定校
 厚生労働大臣認定 健康増進施設

京都踏水会 水泳学園

お子様の
体力作りを
応援！！

コース名 回　　数 受講料月額

幼　児コース
（満3歳以上）

小学生コース
本科生コース
小学部4級以上
初等科2級以上

中高生コース

週1回
（日曜日のみ）

週2回
（曜日選択）

月8回
フリー

6,750円

9,800円

週3回
（曜日選択） 12,650円

10,500円
13,650円

受講コースの
1ヶ月分の受講料

泳ぐ前に

体操
30分

たっぷり

水泳
60分

京都踏水会ならではの
オリジナルプログラム

※上記はコースの一例です。※表記料金は、全て税込みです。

（ ）

年間登録料
5,000円

入会金
5,000円
自動口座振替手続きの準備として
◎金融機関名（京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫
　・ゆうちょ銀行に限ります）、支店名、口座番号 　
◎印鑑（金融機関届出印）

入会時にご用意いただくもの
入会諸費用

※詳しくは、フロントまでお尋ねください。
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踏水会
に

 行こう
！

新規生徒募集中新規生徒募集中
A

夏期水泳講習
今夏開講予定
夏期水泳講習
今夏開講予定

開催日程など詳しくは、
ホームページにて発表いたします

広 告

  
学校園ごとのID・PWを使用して登録します。
❶�ログインして、メールアドレスと登録年度・�
区分を入力し、仮登録
❷仮登録メールに記載された
　URLをクリックして本登録完了！
※ＩＤ・ＰＷについては、学校園へ
　お問い合わせください。

つながるＰＴＡ

京都市
ＰＴＡ

連絡協議会

京都市立中学校
ＰＴＡ

連絡協議会

京都市立幼稚園
ＰＴＡ

連絡協議会

京都市立高等学校
ＰＴＡ

連絡協議会

京都市立
総合支援学校
ＰＴＡ

連絡協議会

京都市小学校
ＰＴＡ

連絡協議会

　令和３年度は、市Ｐ連の紹介やＰＴＡ会長・役員・広報
紙の表彰に加え、お悩み相談室として、ＰＴＡをよく知る
会長たちによる座談会を配信しました！

PTAフェスティバル
[ライブ配信、特設サイト]
　令和３年度は初の取組として、YouTubeのライブ配
信に挑戦しました！！ライブ配信中には、コメント欄も開
放し、皆さんとの繋がりを感じながら素敵なひと時を過
ごすことができました。

京都市では、保護者と学校園、PTAとの連絡・情報共有を効率的に行うため、「京都市PTA・学校幼稚園メール配信システム」を使用しています。

登録したメールアド
レスは、管理者に
表示されません。

各学校幼稚園PTA
市P連・各校種連協

学校幼稚園
京都市教育委員会

保護者

市Ｐ連ホームページ「研修会」ページ
　市Ｐ連ホームページ内に、各校種等で公開している研
修会動画を共有できるページを作成しました。色々な研
修会に気軽にご参加いただけます。
　

URL： https://youtu.be/hzJiGz8GPRs

URL： https://youtu.be/0auptI1LTuM

URL：https： //kyoto-pta.com/
documents_cat/kensyu/

市Ｐ連研修会

各学校園・ＰＴＡでは、連絡の負担軽減を図るため、
登録者把握アンケート等を実施されています。効
率的な連絡体制の構築に向け、登録者把握にご協
力をお願いいたします。

◦�京都市立幼稚園PTA連絡協議会
◦�京都市小学校PTA連絡協議会
◦�京都市立中学校PTA連絡協議会
◦�京都市立高等学校PTA連絡協議会
◦�京都市立総合支援学校PTA連絡協議会

令和
４年度

例：保護者が２アドレスを登録した場合
保護者の皆様へのお願い

　これまでは１メールアドレスごとに
１００円を集金していましたが、８０円
でご利用いただけるようになりました。＊

＊

市P連研修会  ｰ 第１部 ｰ

市P連研修会  ｰ 第2部 ｰ

登録は簡単２ステップ！
メールアドレスの

保護
メール配信履歴が

確認できる！

メール登録料は
１世帯あたり

８０円！

これまで
１００円×２アドレス＝２００円　

PTA

PTA

　京都市ＰＴＡ連絡協議会（市Ｐ連）は、５校種（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、総合
支援学校）のＰＴＡ連絡協議会から成り立っています。子どもたちの年齢は違えど、同じ
ＰＴＡ、同じ保護者として、その繋がりを大切に活動しています。
　このコロナ禍を経て、研修のオンライン化等も進み、校種を超えてみんなで共有できる
ことが増えてきました。　

京都市PTA・学校幼稚園メール配信システム登録が始まっています！！

８０円

登録はこちらから

NEW
‼

市P連HPでは、オンライン人権
学習会の配信や受講者の質問へ
の回答、小P連教育懇談会「結果
まとめ」等も掲載しています。
ぜひ、ご覧ください！

❶ メールアドレス:kyoto-pta@edu.city.kyoto.jp

☎075（801）1177

☎＃7333

【 相談時間 】9時〜16時30分

【 相談時間 】24時間365日対応

育児のこと・しつけのこと・子どもの教育など悩みを抱える方は、誰でも（匿名可）お気軽にお電話ください。秘密は固く守られ、個人が特定されることはありません。

子どもや子育てに関する相談全般（不登校や友人関係、いじめ、学校生活、ヤングケアラー等）について、専任の相談員が24時間体制で電話相談に応じています。

※火曜日（祝日の場合は翌平日）及び年末年始は休み

ライオンズクラブ国際協会335-C地区御協力のもと、運営しています。

親と子のこころのほっとライン

こども相談24時間ホットライン ヤングケアラーとは、一般に、
本来大人が担うと想定されている
家事や家族の世話などを日常的
に行っている子どもを指します。

ダイヤル回線、IP電話の場合は075-351-7834へおかけください。

京都市

NO. 2022.5102
発行

▲

�京都市 PTA連絡協議会・京都市教育委員会
お問合せ先

▲

�京都市 PTA連絡協議会事務局�TEL:075-801-4796
京都市 PTA 連絡協議会 ホームページ 
https://kyoto-pta.com/

しんぶん



問い合わせ先 ： 
info@ohiruneart.com
一般社団法人 日本おひるねアート協会

おうちで撮った写真がスマホで
簡単に「おひるねアート」に！

いろんな
ポーズで

遊んでみよう！
期間限定

無料でダウンロード
できる作品を
ご用意しています

会員限定の
優待特典も

ご用意しています
①お好きな作品を選ぶ ②写真をアップロード ③おひるねアートが 完成

簡
単3ステップ

小学生でも
楽しめる

おひるねアート！

広 告

　市Ｐ連ホームページ内では、他の学校の様子も
紹介しています。ぜひご覧ください。
 https://kyoto-pta.com/report_cat/greeting/

　先生方と一緒に校門に立ち元気に登校してくる児童に「おはよう！」とあいさつをし
ます。3学期のこの日は登校時に見つけたお花を見せに来てくれたりしました。子ど
もたちの新たな一面を見ることができ、心がとても温まりました。ありがとうございました。

絵本タイム

広報委員会から

読者の皆さんへ！

あいさつ 運動
　毎月16日になると、「今日は
ノーテレビ・ノーゲームデー！」
と幼稚園から面白そうな絵本を
持ち帰り自宅で楽しそうに広げ
る我が子の姿。すっかりお馴
染みの光景となったご家庭も
多いのではないでしょうか。始
めた頃は、忘れてうっかりテレ
ビを見せてしまったり、我慢を
させたりして、スムーズにいか
ない日もありました。しかし回

を重ねると、いつのまにか子どもも大人も納得して取り組める習慣になっています。
　毎月配られる絵本は年齢に合った工夫があり、季節の花や虫、伝統行事に関
心が持てる内容や、一つの物語が収められているものなどがあり、毎月一緒に読
むことで、時折子どもの成長を感じます。テレビやゲームだけでなく、タブレット
で学ぶ機会も増えた現代の子どもたち。電子メディアとの関係も尊重しつつ、積
極的に家族で絵本を楽しむことで、子どもの笑い声が聞こえるひと時も生まれ、
それは貴重で贅沢な時間に感じます。

　小Ｐ連では学期始めにあい
さつ運動を行っています。
　今回は、令和3年度3学期の
最初に行われたあいさつ運動
の様子を紹介します。

　いつもＰＴＡしんぶんをご覧いただきありがとうございます！
　今月号では、皆様からのご意見を募集いたします。
　「他の校種にこんなことを聞いてみたい！」、「もっとこんな特
集が読みたい！」、「うちの学校のＰＴＡの取組を取り上げてほし
い！」などなど、皆様の声をお聞かせください！！

　読者の皆様に楽しんでいただける、より良
いＰＴＡしんぶんを目指して、皆様からのご感
想やご意見をドシドシお待ちしております！

※ノーテレビ・ノーゲームデーは、京都市立幼稚園PTA連絡協議会が、平成20年
９月に始めた、「電子メディア」に接しない生活のあり方を通して、子育てに優し
い社会環境について考えたり、エコを意識して子どもが将来生活する場としての
「地球環境」の未来について考えたりするきっかけにしていただく活動です。

▲ かぞくでえほんタイムが
　できたよカード

広報委員会とは…
京都市PTA連絡協議会に設置され、主に年5回発行のPTAしんぶんの制
作や市Ｐ連ホームページ、Facebook等を通じて情報発信を行っております。

さあ始めよう！安心安全なまちづくり

見せる防犯ハンドブック
を発行しました！

内 容 「見せる防犯」の取組例をカテゴリー別に紹介
❶ 写真付きで分かりやすい！
❷「地域」「企業」「個人」のうち、
　 どの活動主体が取組可能か一目で分かる！
❸ そのほか、安心安全に役立つ参考情報を掲載！

ぜひ、子どもの見守り活動に役立ててください

「見せる防犯」とは…同じユニフォームを着用して見守るなど、防犯活動の存在を視覚的に訴えることで犯罪抑止効果を高める取組

地域
みんなでも

企業でも
個人でも

ハンドブックご希望の方は
京都市くらし安全推進課 まで
☎︎ 075-222-3193

ここからでも

見られるよ♪ 京都市PTA連絡協議会  kyoto-pta@edu.city.kyoto.jp

おうちで育む

くだものいっぱいの
ぬり絵カードで
えほんタイムが
楽しくなる！

幼P連小P連
はぐちゃん

❷P T A し ん ぶ ん



特別な日の贈物に最適な桐箱入りの「栗と芋餡」 5,400円
（1カット：486円）もご用意致しております。  ※全て税込です。 

お好きなメッセージシール
（無料）でデコレーション

New Open

お口の中でほどよく溶けていく、
なめらかで濃厚な味わい
お子様にも大人気！

パウンドケーキ専門店 SILK誕生

京都市中京区御幸町通蛸薬師下る船屋町370番地
電話: 075-585-5120  営業時間: 10:00～18:30  定休日：火曜　

ホテルで腕を磨いた「菓子職人」が丹精込めて作ったパウンドケーキ。
きび砂糖の優しい甘みと、香ばしいバターのシンプルな味の
「SILKプレーン」ほか、全7種のテイストがあります。

4/292022

＠silk.kyoto

京都河原町駅から徒歩5分

四条通り

錦小路通り錦市場

蛸薬師通り

河
原
町
通
り

寺
町
通
り

御
幸
町
通
り

麩
屋
町
通
り

■

オンライン
ショップ

商品・店舗情報
配信中

レモンスイート 1,296円 濃厚チョコレートテリーヌ 1,728円

アールグレイ 1,404円

左からオレンジ＆シュガー1,296円、
京都抹茶1,404円、SILKプレーン1,188円 

 紙面持参で

100円引き
購入額から

期間：2022年
6月末日迄

silk-kyoto.com

広 告

〈小学校〉原則１９時　　　   原則１８時３０分
〈中学校〉原則１９時30分　   原則１9時

※各校の状況に応じて、それぞれ電話対応終了時刻を設定しております。

　右京支部では、２月28日（月）に「令
和3年度右京支部PTA指導者研修会」を
実施しました。今回は、思春期保健相談
士の徳永桂子様を講師にお招きし、性教育をテーマに「幸せな人生を送るために
は」と題してご講演をいただきました。コロナ禍のため、令和2年度は実施でき
ず２年ぶりの開催となりました。当初は、四条中学校での集合研修を予定して
いましたが、まん延防止等重点措置が延長されたため、やむなくZoomによるオ
ンライン研修に変更しました。当日は、同時に四条中学校の３年生も性教育学
習として同講演を各教室から受講する形で行いました。
　講演は、実際にこれまで子どもたちから出された質問を紹介する形で進めら
れました。子どもたちの性に関する疑問に対して、手作りの教材を使って、わ
かりやすく丁寧に、時にはストレートに説明していただきました。思春期の子
を持つ保護者にとっては、性に関する話題は、非常にデリケートでともすれば
避けがちな話題ではありますが、今回の講演を受け、中学生の子どもにとって
性に対する正しい知識の必要性、親として子どもとどう性に向き合うか考えさ
せられる貴重な研修となりました。
　親が子どもたちの不安や悩みを共有して、子どもたちも悩みを共有してもらっ
たから今後は親にも相談できると思える、そんな関係性を深めることができれ
ば、お互いに幸せな人生を送ることができるのではないでしょうか。

京都市では、看護師の配置拡大や医療的ケア（自立活動）担当教員の採用などの
取組を積極的に進められていますが、昨年成立した「医療的ケア児及びその家族に
対する支援に関する法律」の趣旨も踏まえ、更なる支援体制の充実に向け、総合支
援学校において、以下のような通学支援をしていただけることになりました！

総Ｐ連では、長年、教育委員会との教育懇談会等を通じて、医療的ケアを必要とす
る児童生徒の通学に係る保護者負担の軽減をお願いしてまいりましたが、その思い
がついに事業化されます！

幸せな人生を

送るためには
医療的ケアが必要な

児童生徒の通学支援！

就学援助制度についてのお知らせ
　京都市では、お子さんが市立小・中・義務教育学校へ就学するに
あたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、学用品費や給食
費などを援助する就学援助制度を設けています。なお、認定には所
得基準があり、世帯人数等に応じて審査を行います。
　申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出く
ださい。
　令和４年度も、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、通常の
審査で不認定の場合でも、家計急変により収入が急激に減少した世
帯については、臨時措置を行います。まずは学校までご相談ください。

「見せる防犯」とは…同じユニフォームを着用して見守るなど、防犯活動の存在を視覚的に訴えることで犯罪抑止効果を高める取組

詳しくは
○在籍している市立小・中・義務教育学校
○京都市ホームページ「京都市情報館」で 
　「就学援助」を検索
○いつでもコール（朝8時～夜9時、無休）
　電話：661-3755、FAX：661-5855

《学校》

《自宅》

総合支援学校において、通学途上の医療的ケアが必要なためにスクールバス
に乗車できない児童生徒を学校まで送迎いただいている保護者負担の一部軽
減を図る。

《送迎》

4～8月頃実施スケジュール 制度の利用に係る
保護者の意向確認など 通学支援開始 9 月～

学校の電話対応終了時刻が
前倒しされています！

　学校・幼稚園における働き方改革は、教職員が子どもと向き合う時間を確保し、
いきいきとやりがいを持って働けることを目指しており、持続可能で豊かな学びを
実現する、笑顔と魅力あふれる学校づくりに資するものです。
　この度、地域や保護者の皆様からのご理解をいただきながら、各校種の校長会
で協議の上、令和４年４月から、以下のとおり小学校と中学校の電話対応終了時
刻の前倒しを行いました。
　今後とも、働き方改革推進に向けた取組を進めてまいりますので、引き続きご
理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

（看護師同乗の福祉タクシー等
による学校から自宅間送迎に係
る経費を補助、回数上限あり）

福祉タクシー等を
依頼

訪問看護ステーション等から
派遣された看護師が同乗

小学校
中学校

学校・幼稚園の
働き方改革の取組状況は
こちらから！

市Ｐ連では、働き方改革推進
に向けた取組を学校・幼稚
園と共に進めるため、ＰＴＡと
しての「働き方改革」メッセー
ジを発信しています！

学校に
連絡の際は、
ぜひご協力
ください。

４月から

中P連総P連
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らくわ健康教室

お問い合わせ先： TEL：075(594)8488
洛和会企画広報部門（アローフィールド） 

最新の動画は
こちらから

ははは
家族みんなの健康をサポートします家族みんなの健康をサポートします家族みんなの健康をサポートします

広 告

Pフェス「PTA写真展」
これだ！！

私のイチ押し写真は

　令和３年度のＰＴＡフェスティバルでは、会員の皆様にも、普段感じることの少ない、他
の学校園との繋がりを感じていただける取組として「ＰＴＡ写真展」を開催しました。Pフェ
スサイトでのオンライン公開に加え、イオンモールKYOTOで会場展示も行っていたので、
ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。
　自分の学校園のよく見る風景も、全市の学校園が集まると特別に見えますよね！各学
校園PTAによる写真が合わさって京都市PTAの一体感を感じられる企画だったと考え
ています。
　Ｐフェスは既に終わってしまいましたが、もっと皆様にも見ていただきたい、という思い
から、本号では、市P連広報委員が独自に写真をセレクトしてみました。

親子で花傘作り、色鮮やかでと
ても素敵です！ 園の周りをパレー
ド、かけ声を出して子どもたちも
お祭り気分で楽しそうですね♪

PTAから贈られた横断幕に、生
徒の皆さんが思いを書き綴られ
た寄せ書き、素晴らしいプロジェ
クトです。

コロナ禍でも、PTAの皆さんで
花を通じて子どもたちへメッセー
ジを送られている活動がとても
素敵です！

カラフルな画面デザインに目を
奪われました。決して映ってい
る特製のどら焼きに目が奪われ
たわけではありませんよ。さま
ざま制限の多い中で、可能な限
り、生徒たちのかけがえのない
青春の時間を確保してあげよう
と努力なさっているPTAの皆さ
んの思いがあふれています。

本校の東山サービスというグループでは、修学旅行生向けに、東山を案内
するサービスを行っています。これは、その取組の一環で、本校PTA向け
に、東山の散策を行ったときの写真です。最近では、コロナの影響で青森
や秋田の学校などに、リモートでバーチャル観光案内等を行いました。

新しいPTA始まっています！
クラウドシステムを活用したPTA活動で親子時間が充実しました。

まちのカエルは久世地域の誇りです！
子ども・保護者・先生・地域、みんなワイワイ楽しんで活動しています！

生徒の学習にPTAが一役買っているところが素晴らしいと思いました。
東山総合支援学校では、他にも、陶芸教室やカフェの営業、野菜販売等々
も行っているそうなので、ぜひご利用ください。

地域とのつながりが深い幼稚園
で、その中でも花傘祭りは子ど
もたちも楽しみにしている行事
です。コロナの影響でお祭りが
なくても、幼稚園独自でミニパ
レードを行うことができ、子ども
たちはとても喜んでいました。

保護者も生徒たちもニコニコし
ながら書いてある文字を読んで
おられました。コロナ禍の中、
保護者と子どもたちが前向きに
一つになれた様な気がします。

花山
中学校
PTA

大藪
小学校
PTA

京都工学院高等学校
PTA

二条
中学校
PTA

伏見南浜
幼稚園
PTA

八瀬
小学校
PTA

東山総合
支援学校
PTA

市Ｐ連広報委員が勝手に選出！？

広報委員

広報委員

広報委員

花山中会長

京都工学院高会長

伏見南浜幼写真展担当

生徒たちからは、「綺麗」や「可愛
い」などの声があがっていました。

どら焼きは、校章入りのオリジナ
ルなので、合格祈願のお守り（！？）
のように言われているとか、いな
いとか…

広報委員

二条中会長

両校とも写真が見やすくて、PTA活動についてもよくわかります。大
藪小学校のカエル塗装は、インパクトがあって、子どもたちの目を引
いていること間違いなし！みんなちゃんと注意して登下校できそうで
すね。八瀬小学校では、LINEを効果的に活用されているんですね。
QRコードからは、YouTube動画も見ることができました！

広報委員

広報委員

東山総合

八瀬小PTA

大藪小PTA
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