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学校名 創立年

3ブロック 第三中学校

4ブロック 湖東中学校
人権講演会
『愛
いと

しむ心』～命の重さ、どう考える？～と題し、現役のテレビ報道ディレクター
を講師に人権講演会を開催しました。
動物管理センターで講師自らが撮影した「捨てられた犬や猫の最期」という映

像を見た生徒たちからは、「人にも通じる話であり、命の大切さについて学ぶこ
とができた。」「愛護センターの動物の鳴き声が耳に残っている…」などの感想を
聞くことができました。
映像を見る生徒たちの眼差しは真剣そのもの。
とても良い講演会となりました。. （研修部長　門脇亜紀子）

松江市立第三中学校です！
私たちの学校では学年PTAの企画により、3学年合同の

学年行事を行うことが恒例となっています。
昨年もこの「きらりまつえ」で紹介させていただきましたが、

毎年、本当に素晴らしい企画をしてくださっています。学校だよ
りの文言からお借りしてご報告しますね。
今年度も、各学年の学年委員長さんを中心に企画立案していただき、

11月26日に人権教育公開授業とPTA人権講演会を行い、たくさんの保護者
に参加していただきました。公開授業では、各学年ごとのテーマで、差別について考え

ました。露
つゆ

の新
しん

治
じ

さんの人権落語では、自分の人生を自分が主役となって生き抜いていくこ
との大切さを、笑いの中で考えさせられました。また、｢思いやりの葉｣ をつけた ｢人権の
樹｣ が完成し、多目的ホールに掲示されています。. （会報委員　千綿　恵）

“学校だより”より
11月26日の午後、授業参観と人権教育研修会を行いました。人権教育研修会は、PTA

の学年部行事を兼ねての行事です。
授業参観は、1年が道徳、2年は学活、3年は道徳、複式学級は学活の公開授業でした。

それぞれ、差別や人権、思いやりを題材にした内容や活動でした。その後、体育館で、露の新治さんの人権講演を聞きました。
講演ということですが、露のさんは落語を通してお話をされる方です。
演題は「笑顔でくらす..願いに生きる～新ちゃんのお笑い人権高

こう

座
ざ

」です。人権、いのちなど大切なキーワードをユーモアを
交えながら軽快でテンポよくお話され、会場が笑いに包まれ、思わず聞き入ってしまう内容でした。
自分の両親は2人、祖父母は4人というように先祖をたどっていくと、85億人の先祖様がいることになる。そんなに過去に

人類はいないので、みんなが先祖を共有しており全員が血のつながった親戚ということになる。それをいろいろな理由で差別す
るなんて、とんでもなくバカらしいこと。「願生る」＝「がんばる」と読みます。「自芯をもつ」～何があってもゆるがないしっ
かりとした自分の芯をもとう！など、心に残る言葉をたくさんいただきました。
.当日は生徒の作品展示もあり、たくさんの保護者の方に来校していただきました。

「.人権は、本当に単純に『笑顔を守ること..大切にすること』だとおっしゃって目からウロコ。そうだ！そうなんだと何度もう
なずいてしまいました」
「今までの子育てが..これからの子育てによって..価値あるものに変わる。だから..頑張ろうと思いました」
「これからも..大切な宝の子として育てていきたいと思います」など、保護者の感想を寄せていただきました。.（校長　長岡素巳）

■編集／松江市PTA連合会　会報委員会
■印刷／株式会社谷口印刷

■平成28年度会報委員（ブロック順、敬称略）

平井　良則（法吉小）
平田　雅人（生馬小）
野坂　りか（附属中）
片寄いづみ（持田小）
千綿　　恵（第三中）
渡部　幸博（忌部小）
園山　正浩（湖東中）
山根　博幸（竹矢小）
天野　勝文（玉湯中）
吉岡　彰紀（来待小）

田尻　直美（古江小）
内村　　毅（佐太小）
井上　　真（佐太小）
木村　　忍（鹿島中）
吉長美奈子（八雲中）
増田麻紀子（意東小）
田中　　豊（美保関中）
金村　美穂（島根小）
坂田　雅司（佐太小）
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答えは中のページに♪
湖東中学校会報キャラクター

松江市PTA連合会の“きらりまつ
え“担当になったときは本当にでき
るか不安でした。実際出張で松江周

辺にいなかったり、会合に間に合わなかったり。
終わってみて思うのは“もっと本気でできな
かったのか？”という後悔です。自分が子ど
もの時、先生が言っていた“何事にも全力”っ
てのはこの事か！と実感しているとこです。
次の方が楽しみながら仕事が出来るのを祈っ
て、後記にさせていただきたいと思います。
. （来待小学校　吉岡彰紀）

編 集

後 記

メディア対策研修会について
12月6日にKDDIスマホ・ケータイ安全教室「LINE・ツイッターな
どSNSの上手なつき合い方」と題して市P連メディア対策委員会が主
催した研修会が開催されました。
実際にSNSによって発生した事件を映像により視聴し、その映像で
はSNSの仕組みを知らないままスマホを操作したため、後々、その子
どもや親たちが刑事事件等に陥るというショッキングな内容で、その
対策として、携帯会社のフィルタリング機能を活用、子どもと親の約
束を決める等の対策方法もいくつか知ることができました。
現在は、子どもたちがス
マホ等の情報端末を利用す
る機会が増えている中、人
ごとでは無いと感じ、私の
家庭でも子どもたちとの約
束を決めて使用していきた
いと思いました。
（会報委員長　内村　毅）

平成28年度松江市PTA連合会研修大会開催報告！
12月10日㈯13：30～16：00、松江市市民活動センターにて各

単Pより総勢136名の方に参加していただきました。

当日は、内中原小学校校長.秋利幸秀氏、松江市教育委員会.生涯学習

課.社会教育主事.橋津健一氏による事例発表をしていただきました。

その後、参加者が5つのグループに分かれて、「わが子への関わりで

大切にしたいこと」をテーマに親楽プログラムを体験していただきま

した。ファシリテーターの松浦さん、原田さん、高橋さん、山根さん、

土川さんには、大変お世話になりました！

今回、参加者の皆様から多くの感想をいただきましたので、一部ご

紹介させていただきます！

①.今回参加させていただき、子どもに対して親とし

て大切な事を気付かせていただきました。参加さ

れた他の方々のお話も大変参考になりました。

②.多様な価値観に出会うことで、自分の子育てを振

り返ったり、教員としてどの様に保護者の方に共

感しながら助言した方が良いのかに気付くことが

でき、充実した研修でした。

③.親として同じ悩みを抱いていたり、別の思いをもっ

ていたり、共感する部分が多かった！　忘れてい

たことを思い出す良い機会となった。

多くの参加者の皆様からは、今回の研修大会「親楽プ

ログラム」に参加して良かったという感想をいただき、

運営した2ブロック研修委員会としても開催して良かった

と心より思ったところです。

お忙しいなか講師の皆様をはじめ、参加してくださっ

た単Pの皆様方にお礼申し上げます。

（市P連研修委員長　山田　晋、2ブロック研修委員会：三島、安來、毎熊、松尾、山根、堀谷）

平成28年度  島根県PTA連合
会母親委員会研修会参加報告
11月26日㈯、島根県立男女共同参画
センター（大田あすてらす）において、
島根県PTA連合会母親委員会研修会が
開催されました。ご多忙の中、遠方であ
る松江市からも43名の委員の方々に参
加いただき、ありがとうございました。
研修会では、林千夏さん、木村恵理さ
んによるチェロ＆ファゴットの演奏が行われ、心が豊かになるひとと
きをいただきました。休憩を挟み、福井正樹さんによる「『イクメンが
語る』子育て・親育ち」の講演を聞きました。育児に嫌々参加するも、
2年後には育児を楽しみ、自分も父親として成長し、後には結婚に反対
された義父の介護までも経験された話を聞きました。我が子にどこま
で口出しをして、どのような時に助けたらよいかをユーモアを交えて
お話しいただきました。
母親委員会として、私たちにできることは何なのかを考え、共に学
ぶ姿勢を忘れないよう今後も活動を続けていきたいと思います。

（母親委員長　花井浩美）

第46回 日本PTA中国ブロック
研究大会とっとり大会に参加して
11月12日に鳥取市のとりぎん文化会館
梨花ホールにて開催された研究大会に参加
しました。
実績発表は八頭町立隼小学校愛育会、鳥
取市立東中学校教育振興会、鳥取市福部未
来学園小学校PTAがそれぞれ地域と学校
とのつながりの事例を発表されました。
アトラクションは八東平成太鼓チビッコ連による太鼓、岩美町立岩
美北小学校六年生による手旗信号、鳥取市立国府中学校傘踊り同好会
による因幡の傘踊りでみなさんが地域の伝統を受け継がれ一丸となっ
たステージはすばらしかったです。
そして講演は、｢つながろう！～家庭・学校・地域でつくる心のふる
さと～｣ と題してラジオDJの山本シュウ氏による、子どもたちとのコ
ミュニケーションをよくする方法など、解りやすくて面白く、参加さ
れたPTAの方々には何らかの気づきを得られたのではないでしょうか。
講演された山本シュウ氏は、小学校のPTA会長をレモンを被って5
年間務められ、現在もPTA顧問をされています。
私自身も、この講演を子どもたちとのふれあいに役立てていきたい
と思います。. （会報委員長　内村　毅）

第64回 日本PTA全国研究大会 開催
8月20日、21

日に、徳島県のア
スティとくしまで
開催された第64回
日本PTA全国研究
大会「徳島うずし
お大会」に原会長、
田部メディア対策
委員長が参加しま
した。
（会報委員長

内村　毅）

環境作りの取り組み
環境部は、年に2回の活動を実施しています。校舎敷地

内のゴミ拾い、落ち葉集め、雑草の除去などの環境整備作
業と色とりどりの花を植え、華やかな雰囲気を演出する活
動を行っています。
秋季活動では、1年生の全生徒とその保護者の皆様へ参

加を要請し、賑やかなものとなっています。また、数少な
い親子で参加できる活動として、その意義は貴重なものと
考えています。
一人一人の力を“繋げる”、“続ける”ことで、生徒の皆

が心地よく学生生活を送ることが出来る環境作りに取り組
んでいきたいと思います。. （環境部長　安達広朗）

広報紙「かむなび」
広報部は、年2回広報紙「かむなび」を発行しています。学校

行事、部活動、アンケート、学校での子ども達の様子などを掲
載し皆さんに楽しんでいただける紙面作りに取り組んでいます。
一昨年には初の試みとしてマスコットキャラクターを生徒

に募集。「かむなびぃくん」の誕生に至
りました。そして、全国広報紙コンクー
ルにも出品させていただき賞をいただ
く事ができました。皆さんに楽しみに
していただける広報紙を目指して、広
報部全員で楽しく製作していきます！
. （広報部長　梶谷.順）

みんなの学校は、何年生まれ？？
それぞれの学校名と創立年を当ててみよう！クイズ

学

校

名

法吉小

附属中

第三中

湖東中

来待小

古江小

八雲中

島根小

創

立

年

昭和25（1950）年

明治45（1912）年

昭和56（1981）年

昭和22（1947）年

平成17（2005）年

平成 5（1993）年

明治 6（1873）年

昭和22（1947）年

H 昭和22（1947）年

答え

D 平成 5（1993）年

答え
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1ブロック 法吉小学校 5ブロック 来待小学校

2ブロック 附属中学校 6ブロック 古江小学校 8ブロック 島根小学校

7ブロック
我が学校のPTA

来待小学校では、PTA会長を中心に総務部・体育部・研修部・環境部・母親委

員会で構成されます。数あるPTA活動の中で特筆すべきはPTA会員のPTA役員によ

るPTAの球技大会です。その時ばかりは子どもは応援のみ。学年別保護者球技大会を

毎年春に実施しますが、白熱します！！　6年生保護者は最後の大会です！！　当然優勝を目

指します！　が、そうは問屋が卸さない。6年生保護者は“遠慮しろ”オーラ全開なのに対して、

各学年は阻止する気マンマン！　本気の勝負！　飛び散る汗、飛び交うやじ、歓喜の声、たまに出るけが

人（ほんとにたまに。ほんとですよ！タブン…）さて今年のリザルトは…6年生チーム5位！！？　負けに負けま

した…まあ、楽しくやっています。. （PTA研修部長　吉岡彰紀）

PTA活動

古江小学校では、教養文化・保健体育・環境厚生

の3つの専門部と、各クラスの学級委員長、各地区の

地区委員等が中心となり、様々な活動を行っていま

す。地域の方々、保護者、学校がコミュニケーショ

ンをしっかりと取り合って、子ども達の成長を支え

ていきたいと思っています。

ソフトバレー大会

活動のひとつに、PTAソフトバレー大会があります。親睦を目的

のひとつとし、6月に行いました。

保護者と教職員が学年毎にチームを作り、子ども達の声援を背に、

珍プレーあり好プレーありの熱戦！　PTA活動を支える者たちの絶

好の交流の場となっています。. （PTA副会長　田尻直美）

≪古江小学校の歴史≫
●明治6年古曽志小学校の創設に続き、明治11年長江小学校、明治12年古志小学校が創設される。
●.明治25年それぞれの尋常小学校が開設され、明治41年開設の古江村高等小学校とあわせた4校が統
合して、明治45年古江尋常高等小学校と改称し、校舎が現在地に移される。(長江に文教場が置かれる。)
●.昭和に入り、古江村国民学校、古江村立古江小学校へと改称され、昭和30年古江村が松江市に合併し、
松江市立古江小学校となる。
●昭和48年現在の北校舎、平成7年南校舎が完工し、竣工式が行われる。
●平成23年長江小学校と統合され、現在に至る。. (平成28年度学校要覧参照)

自転車安全教室

法吉小学校のPTAは、保護者と教師の会と呼ばれています。執行部、学級委員、

教養広報部、生活環境部、福祉厚生部、保健体育部、生活指導部で構成され、そ

れぞれ様々な活動を行っています。写真は生活指導部主催の自転車安全教室の様子

です。早朝から約40人の参加がありました。警察官の方、交通指導員の方に、DVDを使っ

ての講義と自動車学校のコースを使って指導をうけました。講義のなかで、必ずヘルメットを

かぶること、体に合った自転車に乗ること、止まる時に右足を着かないこと、交差点での事故が1番多

いことなどの話があり、どの子も真剣に聞いていました。また松江輪栄協同組合の方に子どもたちが普段使っ

ている自転車の点検をして頂きました。自転車とはこれから長く付き合っていくものなので、今日教えても

らったことを活かして事故に合わないことを願います。. （保教の会　副会長　平井良則）

PTA活動

附属中学校では、育成部、研修部、文

化体育部、広報部に分かれて活動してい

ます。文化体育部は、会員の親睦を深

めるためにスポーツ大会を行っていま

す。広報部は、年3回「若
わか

樹
ぎ

」という広

報誌を発行しています。育成部は、土・

日・祝日・お盆に水やりを行い、春と秋

に昇降口前花壇を植え替えました。研修

部は、2学期に思春期の子どもとの向き

合い方をテーマに、学習生活支援研究セ

ンターの三浦睦美先生にお話をして頂き

ました。とてもユニークな切り口で、子

どもはもとより思春期の頃の自分に当て

はめて聞くと更に興味深い内容でした。.

4つの専門部でPTA活動を盛り上げてい

ます。

（理事　野坂りか）

オール島根小

今年度のPTA活動テーマは「オール島

根小」です。明るくフレンドリーな梶野

PTA会長のリーダーシップのもと、和気

あいあいとしたムードで楽しく活動して

います。運動会の時には、ちびっ子から

お年寄りまでみんなで集合写真を撮りま

した。小規模校ならではのアットホーム

な雰囲気の一枚になりました。

親学プログラム「家庭学習の習慣をつけるために」

研修会では、子どもが進んで学習するために親としてできる

ことについてグループで話し合いをしました。先生方にも参加

していただき、いろいろな意見を聞くことができる有意義な研

修となりました。終了後、参観された市教委の先生から「なぜ

こんなに保護者同士の仲がいいのか？」と質問されるくらい雰

囲気が良く、改めて保護者の団結力や連帯感の強さを感じまし

た。

（研修広報部長　金村美穂）

伝えよう！八雲愛

八雲中学校PTAは、毎年、青少年育成の会主催の『八雲

住民大会』に共催しています。

この日のイベントの一つは、子ども達が大変楽しみにし

ている研修部の模擬店です。研修部の部長を中心に、部員

全員で子ども達の笑顔のために、着々と楽しんで準備をし

てくれるので当日はお祭りのような賑わいです。

二つ目はワークショップ。今年度は講師に青山節美さんを

迎え、『避難所運営ゲームHUG』を実施。これは、｢避難者を

受け入れ、避難所を運営する｣ という立場を疑似体験するゲー

ムです。様々な情報が記入してあるカードを使い、避難所に

見立てた平面図を見ながらどう対応していくかを、グループ

の仲間同士で考えながら体験していきます。　　　　

被災状況も様々な避難者の受け入れに、中学生、先生方、

保護者、地域のみなさん、総勢300名が、プチパニックを起

こしながらも、最後には『八雲愛』を共感・共有できたので

した。

（PTA会長　柏木洋子）
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答え

B 明治 6（1873）年

答え

F 明治45（1912）年

答え G 平成17（2005）年

答え

A 昭和25（1950）年

答え

E 昭和22（1947）年

答え
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1ブロック 法吉小学校 5ブロック 来待小学校

2ブロック 附属中学校 6ブロック 古江小学校 8ブロック 島根小学校

7ブロック
我が学校のPTA

来待小学校では、PTA会長を中心に総務部・体育部・研修部・環境部・母親委

員会で構成されます。数あるPTA活動の中で特筆すべきはPTA会員のPTA役員によ

るPTAの球技大会です。その時ばかりは子どもは応援のみ。学年別保護者球技大会を

毎年春に実施しますが、白熱します！！　6年生保護者は最後の大会です！！　当然優勝を目

指します！　が、そうは問屋が卸さない。6年生保護者は“遠慮しろ”オーラ全開なのに対して、

各学年は阻止する気マンマン！　本気の勝負！　飛び散る汗、飛び交うやじ、歓喜の声、たまに出るけが

人（ほんとにたまに。ほんとですよ！タブン…）さて今年のリザルトは…6年生チーム5位！！？　負けに負けま

した…まあ、楽しくやっています。. （PTA研修部長　吉岡彰紀）

PTA活動

古江小学校では、教養文化・保健体育・環境厚生

の3つの専門部と、各クラスの学級委員長、各地区の

地区委員等が中心となり、様々な活動を行っていま

す。地域の方々、保護者、学校がコミュニケーショ

ンをしっかりと取り合って、子ども達の成長を支え

ていきたいと思っています。

ソフトバレー大会

活動のひとつに、PTAソフトバレー大会があります。親睦を目的

のひとつとし、6月に行いました。

保護者と教職員が学年毎にチームを作り、子ども達の声援を背に、

珍プレーあり好プレーありの熱戦！　PTA活動を支える者たちの絶

好の交流の場となっています。. （PTA副会長　田尻直美）

≪古江小学校の歴史≫
●明治6年古曽志小学校の創設に続き、明治11年長江小学校、明治12年古志小学校が創設される。
●.明治25年それぞれの尋常小学校が開設され、明治41年開設の古江村高等小学校とあわせた4校が統
合して、明治45年古江尋常高等小学校と改称し、校舎が現在地に移される。(長江に文教場が置かれる。)
●.昭和に入り、古江村国民学校、古江村立古江小学校へと改称され、昭和30年古江村が松江市に合併し、
松江市立古江小学校となる。
●昭和48年現在の北校舎、平成7年南校舎が完工し、竣工式が行われる。
●平成23年長江小学校と統合され、現在に至る。. (平成28年度学校要覧参照)

自転車安全教室

法吉小学校のPTAは、保護者と教師の会と呼ばれています。執行部、学級委員、

教養広報部、生活環境部、福祉厚生部、保健体育部、生活指導部で構成され、そ

れぞれ様々な活動を行っています。写真は生活指導部主催の自転車安全教室の様子

です。早朝から約40人の参加がありました。警察官の方、交通指導員の方に、DVDを使っ

ての講義と自動車学校のコースを使って指導をうけました。講義のなかで、必ずヘルメットを

かぶること、体に合った自転車に乗ること、止まる時に右足を着かないこと、交差点での事故が1番多

いことなどの話があり、どの子も真剣に聞いていました。また松江輪栄協同組合の方に子どもたちが普段使っ

ている自転車の点検をして頂きました。自転車とはこれから長く付き合っていくものなので、今日教えても

らったことを活かして事故に合わないことを願います。. （保教の会　副会長　平井良則）

PTA活動

附属中学校では、育成部、研修部、文

化体育部、広報部に分かれて活動してい

ます。文化体育部は、会員の親睦を深

めるためにスポーツ大会を行っていま

す。広報部は、年3回「若
わか

樹
ぎ

」という広

報誌を発行しています。育成部は、土・

日・祝日・お盆に水やりを行い、春と秋

に昇降口前花壇を植え替えました。研修

部は、2学期に思春期の子どもとの向き

合い方をテーマに、学習生活支援研究セ

ンターの三浦睦美先生にお話をして頂き

ました。とてもユニークな切り口で、子

どもはもとより思春期の頃の自分に当て

はめて聞くと更に興味深い内容でした。.

4つの専門部でPTA活動を盛り上げてい

ます。

（理事　野坂りか）

オール島根小

今年度のPTA活動テーマは「オール島

根小」です。明るくフレンドリーな梶野

PTA会長のリーダーシップのもと、和気

あいあいとしたムードで楽しく活動して

います。運動会の時には、ちびっ子から

お年寄りまでみんなで集合写真を撮りま

した。小規模校ならではのアットホーム

な雰囲気の一枚になりました。

親学プログラム「家庭学習の習慣をつけるために」

研修会では、子どもが進んで学習するために親としてできる

ことについてグループで話し合いをしました。先生方にも参加

していただき、いろいろな意見を聞くことができる有意義な研

修となりました。終了後、参観された市教委の先生から「なぜ

こんなに保護者同士の仲がいいのか？」と質問されるくらい雰

囲気が良く、改めて保護者の団結力や連帯感の強さを感じまし

た。

（研修広報部長　金村美穂）

伝えよう！八雲愛

八雲中学校PTAは、毎年、青少年育成の会主催の『八雲
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見立てた平面図を見ながらどう対応していくかを、グループ

の仲間同士で考えながら体験していきます。　　　　

被災状況も様々な避難者の受け入れに、中学生、先生方、

保護者、地域のみなさん、総勢300名が、プチパニックを起

こしながらも、最後には『八雲愛』を共感・共有できたので

した。
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学校名 創立年

学校名 創立年

学校名 創立年

学校名 創立年

学校名 創立年

3ブロック 第三中学校

4ブロック 湖東中学校
人権講演会
『愛
いと

しむ心』～命の重さ、どう考える？～と題し、現役のテレビ報道ディレクター
を講師に人権講演会を開催しました。
動物管理センターで講師自らが撮影した「捨てられた犬や猫の最期」という映

像を見た生徒たちからは、「人にも通じる話であり、命の大切さについて学ぶこ
とができた。」「愛護センターの動物の鳴き声が耳に残っている…」などの感想を
聞くことができました。
映像を見る生徒たちの眼差しは真剣そのもの。
とても良い講演会となりました。. （研修部長　門脇亜紀子）

松江市立第三中学校です！
私たちの学校では学年PTAの企画により、3学年合同の

学年行事を行うことが恒例となっています。
昨年もこの「きらりまつえ」で紹介させていただきましたが、

毎年、本当に素晴らしい企画をしてくださっています。学校だよ
りの文言からお借りしてご報告しますね。
今年度も、各学年の学年委員長さんを中心に企画立案していただき、

11月26日に人権教育公開授業とPTA人権講演会を行い、たくさんの保護者
に参加していただきました。公開授業では、各学年ごとのテーマで、差別について考え

ました。露
つゆ

の新
しん

治
じ

さんの人権落語では、自分の人生を自分が主役となって生き抜いていくこ
との大切さを、笑いの中で考えさせられました。また、｢思いやりの葉｣ をつけた ｢人権の
樹｣ が完成し、多目的ホールに掲示されています。. （会報委員　千綿　恵）

“学校だより”より
11月26日の午後、授業参観と人権教育研修会を行いました。人権教育研修会は、PTA

の学年部行事を兼ねての行事です。
授業参観は、1年が道徳、2年は学活、3年は道徳、複式学級は学活の公開授業でした。

それぞれ、差別や人権、思いやりを題材にした内容や活動でした。その後、体育館で、露の新治さんの人権講演を聞きました。
講演ということですが、露のさんは落語を通してお話をされる方です。
演題は「笑顔でくらす..願いに生きる～新ちゃんのお笑い人権高

こう

座
ざ

」です。人権、いのちなど大切なキーワードをユーモアを
交えながら軽快でテンポよくお話され、会場が笑いに包まれ、思わず聞き入ってしまう内容でした。
自分の両親は2人、祖父母は4人というように先祖をたどっていくと、85億人の先祖様がいることになる。そんなに過去に

人類はいないので、みんなが先祖を共有しており全員が血のつながった親戚ということになる。それをいろいろな理由で差別す
るなんて、とんでもなくバカらしいこと。「願生る」＝「がんばる」と読みます。「自芯をもつ」～何があってもゆるがないしっ
かりとした自分の芯をもとう！など、心に残る言葉をたくさんいただきました。
.当日は生徒の作品展示もあり、たくさんの保護者の方に来校していただきました。

「.人権は、本当に単純に『笑顔を守ること..大切にすること』だとおっしゃって目からウロコ。そうだ！そうなんだと何度もう
なずいてしまいました」
「今までの子育てが..これからの子育てによって..価値あるものに変わる。だから..頑張ろうと思いました」
「これからも..大切な宝の子として育てていきたいと思います」など、保護者の感想を寄せていただきました。.（校長　長岡素巳）

■編集／松江市PTA連合会　会報委員会
■印刷／株式会社谷口印刷

■平成28年度会報委員（ブロック順、敬称略）

平井　良則（法吉小）
平田　雅人（生馬小）
野坂　りか（附属中）
片寄いづみ（持田小）
千綿　　恵（第三中）
渡部　幸博（忌部小）
園山　正浩（湖東中）
山根　博幸（竹矢小）
天野　勝文（玉湯中）
吉岡　彰紀（来待小）

田尻　直美（古江小）
内村　　毅（佐太小）
井上　　真（佐太小）
木村　　忍（鹿島中）
吉長美奈子（八雲中）
増田麻紀子（意東小）
田中　　豊（美保関中）
金村　美穂（島根小）
坂田　雅司（佐太小）
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答えは中のページに♪
湖東中学校会報キャラクター

松江市PTA連合会の“きらりまつ
え“担当になったときは本当にでき
るか不安でした。実際出張で松江周

辺にいなかったり、会合に間に合わなかったり。
終わってみて思うのは“もっと本気でできな
かったのか？”という後悔です。自分が子ど
もの時、先生が言っていた“何事にも全力”っ
てのはこの事か！と実感しているとこです。
次の方が楽しみながら仕事が出来るのを祈っ
て、後記にさせていただきたいと思います。
. （来待小学校　吉岡彰紀）

編 集

後 記

メディア対策研修会について
12月6日にKDDIスマホ・ケータイ安全教室「LINE・ツイッターな
どSNSの上手なつき合い方」と題して市P連メディア対策委員会が主
催した研修会が開催されました。
実際にSNSによって発生した事件を映像により視聴し、その映像で
はSNSの仕組みを知らないままスマホを操作したため、後々、その子
どもや親たちが刑事事件等に陥るというショッキングな内容で、その
対策として、携帯会社のフィルタリング機能を活用、子どもと親の約
束を決める等の対策方法もいくつか知ることができました。
現在は、子どもたちがス
マホ等の情報端末を利用す
る機会が増えている中、人
ごとでは無いと感じ、私の
家庭でも子どもたちとの約
束を決めて使用していきた
いと思いました。
（会報委員長　内村　毅）

平成28年度松江市PTA連合会研修大会開催報告！
12月10日㈯13：30～16：00、松江市市民活動センターにて各

単Pより総勢136名の方に参加していただきました。

当日は、内中原小学校校長.秋利幸秀氏、松江市教育委員会.生涯学習

課.社会教育主事.橋津健一氏による事例発表をしていただきました。

その後、参加者が5つのグループに分かれて、「わが子への関わりで

大切にしたいこと」をテーマに親楽プログラムを体験していただきま

した。ファシリテーターの松浦さん、原田さん、高橋さん、山根さん、

土川さんには、大変お世話になりました！

今回、参加者の皆様から多くの感想をいただきましたので、一部ご

紹介させていただきます！

①.今回参加させていただき、子どもに対して親とし

て大切な事を気付かせていただきました。参加さ

れた他の方々のお話も大変参考になりました。

②.多様な価値観に出会うことで、自分の子育てを振

り返ったり、教員としてどの様に保護者の方に共

感しながら助言した方が良いのかに気付くことが

でき、充実した研修でした。

③.親として同じ悩みを抱いていたり、別の思いをもっ

ていたり、共感する部分が多かった！　忘れてい

たことを思い出す良い機会となった。

多くの参加者の皆様からは、今回の研修大会「親楽プ

ログラム」に参加して良かったという感想をいただき、

運営した2ブロック研修委員会としても開催して良かった

と心より思ったところです。

お忙しいなか講師の皆様をはじめ、参加してくださっ

た単Pの皆様方にお礼申し上げます。

（市P連研修委員長　山田　晋、2ブロック研修委員会：三島、安來、毎熊、松尾、山根、堀谷）

平成28年度  島根県PTA連合
会母親委員会研修会参加報告
11月26日㈯、島根県立男女共同参画
センター（大田あすてらす）において、
島根県PTA連合会母親委員会研修会が
開催されました。ご多忙の中、遠方であ
る松江市からも43名の委員の方々に参
加いただき、ありがとうございました。
研修会では、林千夏さん、木村恵理さ
んによるチェロ＆ファゴットの演奏が行われ、心が豊かになるひとと
きをいただきました。休憩を挟み、福井正樹さんによる「『イクメンが
語る』子育て・親育ち」の講演を聞きました。育児に嫌々参加するも、
2年後には育児を楽しみ、自分も父親として成長し、後には結婚に反対
された義父の介護までも経験された話を聞きました。我が子にどこま
で口出しをして、どのような時に助けたらよいかをユーモアを交えて
お話しいただきました。
母親委員会として、私たちにできることは何なのかを考え、共に学
ぶ姿勢を忘れないよう今後も活動を続けていきたいと思います。

（母親委員長　花井浩美）

第46回 日本PTA中国ブロック
研究大会とっとり大会に参加して
11月12日に鳥取市のとりぎん文化会館
梨花ホールにて開催された研究大会に参加
しました。
実績発表は八頭町立隼小学校愛育会、鳥
取市立東中学校教育振興会、鳥取市福部未
来学園小学校PTAがそれぞれ地域と学校
とのつながりの事例を発表されました。
アトラクションは八東平成太鼓チビッコ連による太鼓、岩美町立岩
美北小学校六年生による手旗信号、鳥取市立国府中学校傘踊り同好会
による因幡の傘踊りでみなさんが地域の伝統を受け継がれ一丸となっ
たステージはすばらしかったです。
そして講演は、｢つながろう！～家庭・学校・地域でつくる心のふる
さと～｣ と題してラジオDJの山本シュウ氏による、子どもたちとのコ
ミュニケーションをよくする方法など、解りやすくて面白く、参加さ
れたPTAの方々には何らかの気づきを得られたのではないでしょうか。
講演された山本シュウ氏は、小学校のPTA会長をレモンを被って5
年間務められ、現在もPTA顧問をされています。
私自身も、この講演を子どもたちとのふれあいに役立てていきたい
と思います。. （会報委員長　内村　毅）

第64回 日本PTA全国研究大会 開催
8月20日、21

日に、徳島県のア
スティとくしまで
開催された第64回
日本PTA全国研究
大会「徳島うずし
お大会」に原会長、
田部メディア対策
委員長が参加しま
した。
（会報委員長

内村　毅）

環境作りの取り組み
環境部は、年に2回の活動を実施しています。校舎敷地

内のゴミ拾い、落ち葉集め、雑草の除去などの環境整備作
業と色とりどりの花を植え、華やかな雰囲気を演出する活
動を行っています。
秋季活動では、1年生の全生徒とその保護者の皆様へ参

加を要請し、賑やかなものとなっています。また、数少な
い親子で参加できる活動として、その意義は貴重なものと
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一人一人の力を“繋げる”、“続ける”ことで、生徒の皆

が心地よく学生生活を送ることが出来る環境作りに取り組
んでいきたいと思います。. （環境部長　安達広朗）

広報紙「かむなび」
広報部は、年2回広報紙「かむなび」を発行しています。学校

行事、部活動、アンケート、学校での子ども達の様子などを掲
載し皆さんに楽しんでいただける紙面作りに取り組んでいます。
一昨年には初の試みとしてマスコットキャラクターを生徒

に募集。「かむなびぃくん」の誕生に至
りました。そして、全国広報紙コンクー
ルにも出品させていただき賞をいただ
く事ができました。皆さんに楽しみに
していただける広報紙を目指して、広
報部全員で楽しく製作していきます！
. （広報部長　梶谷.順）

みんなの学校は、何年生まれ？？
それぞれの学校名と創立年を当ててみよう！クイズ

学

校

名

法吉小

附属中

第三中

湖東中

来待小

古江小

八雲中

島根小

創

立

年

昭和25（1950）年

明治45（1912）年

昭和56（1981）年

昭和22（1947）年

平成17（2005）年

平成 5（1993）年

明治 6（1873）年

昭和22（1947）年

H 昭和22（1947）年

答え

D 平成 5（1993）年

答え
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母親委員会として、私たちにできることは何なのかを考え、共に学
ぶ姿勢を忘れないよう今後も活動を続けていきたいと思います。

（母親委員長　花井浩美）

第46回 日本PTA中国ブロック
研究大会とっとり大会に参加して
11月12日に鳥取市のとりぎん文化会館
梨花ホールにて開催された研究大会に参加
しました。
実績発表は八頭町立隼小学校愛育会、鳥
取市立東中学校教育振興会、鳥取市福部未
来学園小学校PTAがそれぞれ地域と学校
とのつながりの事例を発表されました。
アトラクションは八東平成太鼓チビッコ連による太鼓、岩美町立岩
美北小学校六年生による手旗信号、鳥取市立国府中学校傘踊り同好会
による因幡の傘踊りでみなさんが地域の伝統を受け継がれ一丸となっ
たステージはすばらしかったです。
そして講演は、｢つながろう！～家庭・学校・地域でつくる心のふる
さと～｣ と題してラジオDJの山本シュウ氏による、子どもたちとのコ
ミュニケーションをよくする方法など、解りやすくて面白く、参加さ
れたPTAの方々には何らかの気づきを得られたのではないでしょうか。
講演された山本シュウ氏は、小学校のPTA会長をレモンを被って5
年間務められ、現在もPTA顧問をされています。
私自身も、この講演を子どもたちとのふれあいに役立てていきたい
と思います。. （会報委員長　内村　毅）

第64回 日本PTA全国研究大会 開催
8月20日、21

日に、徳島県のア
スティとくしまで
開催された第64回
日本PTA全国研究
大会「徳島うずし
お大会」に原会長、
田部メディア対策
委員長が参加しま
した。
（会報委員長

内村　毅）

環境作りの取り組み
環境部は、年に2回の活動を実施しています。校舎敷地

内のゴミ拾い、落ち葉集め、雑草の除去などの環境整備作
業と色とりどりの花を植え、華やかな雰囲気を演出する活
動を行っています。
秋季活動では、1年生の全生徒とその保護者の皆様へ参

加を要請し、賑やかなものとなっています。また、数少な
い親子で参加できる活動として、その意義は貴重なものと
考えています。
一人一人の力を“繋げる”、“続ける”ことで、生徒の皆

が心地よく学生生活を送ることが出来る環境作りに取り組
んでいきたいと思います。. （環境部長　安達広朗）

広報紙「かむなび」
広報部は、年2回広報紙「かむなび」を発行しています。学校

行事、部活動、アンケート、学校での子ども達の様子などを掲
載し皆さんに楽しんでいただける紙面作りに取り組んでいます。
一昨年には初の試みとしてマスコットキャラクターを生徒

に募集。「かむなびぃくん」の誕生に至
りました。そして、全国広報紙コンクー
ルにも出品させていただき賞をいただ
く事ができました。皆さんに楽しみに
していただける広報紙を目指して、広
報部全員で楽しく製作していきます！
. （広報部長　梶谷.順）

みんなの学校は、何年生まれ？？
それぞれの学校名と創立年を当ててみよう！クイズ

学

校

名

法吉小

附属中

第三中

湖東中

来待小

古江小

八雲中

島根小

創

立

年

昭和25（1950）年

明治45（1912）年

昭和56（1981）年

昭和22（1947）年

平成17（2005）年

平成 5（1993）年

明治 6（1873）年

昭和22（1947）年

H 昭和22（1947）年

答え

D 平成 5（1993）年

答え
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