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城北小学校PTAでは、子ども達の通学の安全を守

るため、1年を通した見回り活動を実施しています。

夏休み期間中には、車の通行量を見ながら危険箇

所がないか、カーブミラーや歩道の破損はないかな

ど、通学路を子ども達と一緒に回り「安全マップ」を

独自に作成しています。

安全マップ作成の際に気

付いた危険箇所については、

学校経由で松江市や町内会

に情報提供することで、通学

路の整備に繋がっています。

城北小学校PTAのホーム

ページに掲載していますので

是非ご覧ください。

（PTA会長.中田光俊）

母衣小学校PTAでは、学校、家

庭と地域が連携し、学校教育の充

実と児童福祉の増進を図るために

様々な活動をしています。

春は球技大会。学年対抗でドッジ

ボールを行い、親睦と交流を深めま

した。子ども達の元気な応援もあり、

とても盛り上がりました。また、救

命救急講習会にも多くの参加があり

ました。

夏は環境整備作業。2学期開始

の約1週間前に子ども達も一緒にな

り校庭、校舎の一斉清掃を行いま

した。また、校庭芝生の維持管理

のため、スポ少、地域ボランティア、

幼稚園PTA等の協力のもと、校庭

芝生の水やりにも携わっています。

さらに、地域の

イベントへの協力

も行っており、城

東夏祭りには焼き

そばと綿菓子の販

売スタッフとして参

加しました。

秋は講演会。今年度は、「こどものや

る気スイッチオン！.～スポーツメンタル

から学ぶ～」と題し、健康運動指導士

の落合一晃氏に講演いただきました。

また、通学路の危険個所点検調査や

登下校時の見守り活動などを通して子

ども達の安全確保にも努めています。.

（PTA副会長.山根良平）

子どもの安全が何よりも大事

城北小安全マップ
http://www.johoku-pta.jp/safety_map
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ムに取り組むことが出来たと思います。

東日本大震災をはじめとする大規模災

害への危機意識が高まる中、第3ブロッ

クのPTA役員はもちろん、学校によって

は校長先生、教頭先生にもご参加いただ

き、盛大な研修となりました。現実のも

のとならないことが望ましいですが、い

い意味で心構えが出来た研修であったと

思います。.（PTA会長.有本信一）

11月16日（金）、中央小学校を会場と

して、第3ブロックの研修会の一環で避

難所運営ゲーム（HUG）研修を実施い

たしました。

このゲームは大規模災害発生時の避

難所の運営を疑似体験するカードゲーム

です。

避難者の年齢や性別、国籍やそれぞ

れが抱える事情が書かれたカードを、避

難所の体育館や教室に見立てた平面図に

どれだけ適切に配置できるか、また避難

所で起こる様々な出来事にどう対応して

いくかを模擬体験するゲームです。

短時間に多くの避難者を的確な避難

所に振り分けなければならないため、

グループ内で即断・即決の対応が必要と

なりました。時にはワイワイと楽しみつ

つも、一人ひとりが危機感をもってゲー

津田小学校PTAは、生活・体

育・教養・事業・広報の専門部

と、学級委員長、執行部で構成

され、それぞれ様々な活動をし

ています。各クラスも学級委員

を中心に、親子参加で様々なイ

ベントを開催し親睦を図ってい

ます。今年度は生活部が行って

いる「あいさつ運動」と、事業

部が学校のボランティア委員会

をサポートしている「エコキャッ

プ回収」をコラボさせ「親子ふ

れあい登校日・エコキャップを

持って登校しよう」を実施しま

した。親子で一緒に登校する機

会を設け、毎朝子ども達を見守っ

てくださっている地域ボラン

ティアの方々に感謝しながら、あ

いさつを通じてふれあえたことで

皆が笑顔になれたと思います。エ

コキャップ回収は、学校のボラン

ティア委員会の皆さんと事業部が

一緒に校門に立ちました。ランド

セルからエコキャップを出し渡し

てくれる子ども達のおかげで回収

ボックスは一杯になりました。活

動の成果に委員会の子ども達も満

足してくれたと思います。体育部

では「スポーツ大会」、教養部では

「親子で和菓子教室」等を行い、沢

山の参加をいただいています。詳

しくは『LINE津田っ子応援団』に

て是非ご覧ください！

（広報部.青柳由美）
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中央小学校

あいさつ運動

エコキャップ回収

ラインで友だち追加
をしてください。
津田小の様々な活動を
掲載しています。

QRコードでLINEの
友だちを追加
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大谷小学校PＴAでは、親子のふ

れあい、地域のふれあいを充実す

るために活動をしています。その

一環として、夏休み期間の後半で、

親子環境整備作業と再資源回収を

行っています。

今年度も8月26日(日)の早朝か

ら、親子、先生が集まって学校周

辺の環境整備作業を行いました。

毎年ＰＴAのОＢの方が参加してく

ださり、少ない人数での作業に力

を貸してくださいます。年々暑さ

が厳しくなった環境でも親子で力

を合わせ、きれいになった学校で

２学期をスタートしたい気持ちで

頑張っています。環境整備作業が

終わると次は再資源回収です。地

域の皆さんが協力してくださり、

各家庭から出して

いただいた空き瓶

を回収します。回

収作業が終わりに

近づく頃には、暑

さで体力も消耗し

ていますが、みん

なで力を合わせ最

後までやり抜きました。

大人は豊かな自然の中ですくす

く育つ子ども達のために、子ども

達は伸び伸びと勉強できる学校へ

の恩返しと見守ってくださる地域

の方々への感謝の気持ちを込めて、

みんながまた一つ成長できた一日

でした。.（PTA会長.藤原進）

大谷小学校

鹿島東小学校
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本校では毎年PTA執行部主催で

親子活動を開催しています。今年

度もたくさんの親子さんとボラン

ティアさんにお集まりいただき合計

35名で行われました。

今回は「バランスの摂れた食事

を～鹿島汁を取り入れた夕食づく

り～」をテーマに三色そぼろご飯・

鹿島汁・マカロニサラダ・豆腐の

ひんやりデザートの４品を献立と

して活動に取り組みました。

鹿島汁とは地元でとれた野菜や、

ちりめんじゃこなどを具材として作

る味噌汁のことですが、出汁は具

材であるちりめんじゃこからとるの

でそのまま食べるのが特徴です。

また学校給食では季節により具材

がかわり、四季折々の味が楽しめ

るため人気献立の一つでもありま

す。そんな人気メニューを自分達

で作る事に、子ども達もとても楽

しみにしていました。

調理へ移ると、初めて使う機材

に戸惑うお子さんや、包丁を使う

お子さんを冷や冷やしながら見守

る親御さんの姿もありましたが、

ボランティアの方々に助けていただ

き怪我もなく楽しくおいしい料理

を作ることが出来ました。

食事のあとは勉強タイムを設け、

ボランティアの方からクイズ形式で

野菜の栄養や食品ロスなどについ

て教えていただき、もったいない

と思うことの大切さを学びました。

普段忙しい日々の中、親子で料

理を作る機会は少ないかもしれま

せんが、この料理教室を通して一緒

に作ること、食べることの大切さ、

また感謝の気持ちを学ぶことが出

来た貴重な体験になったと思いま

す。食べ物の大切さを知り、好き

嫌いを無くすきっかけになれば良

いです。.（PTA副会長.安達杏子）
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記憶に残る思い出となれば…
PTA会長の熱い思いに皆が賛同

するかたちで昨年より行っている

家族映画観賞会を紹介します。な

んと、揖屋小学校の体育館で家族

やお友達と映画が見られてしまうの

です。夜の小学校に行くだけでドキ

ドキしませんか?.お友達と夜の小

学校にいるだけでドキドキしてしま

います。そのドキドキが一生の思い

出になればと始まったイベントが

家族映画観賞会です。

まだ明るい時に体育館へ保護者

同伴で集まり、暗くなるまでのお

たのしみとして、副会長の持ち込み

企画「ジャンケン貨物列車」を全員

で行い、チャンピオンへ手作りメダ

ルを首にかけるなどして盛り上がり

ました。そして、その熱気を静める

かのように辺りが暗くなり、映画の

上映が始まります。

上映後は、全員が無事に帰宅し、

その後のアンケートでもおたのしみ

ふれあいタイム・家族映画鑑賞会と

も楽しかったとたくさんの回答を

いただきました。楽しかった時間、

お友達と過ごした夜の小学校、家族

と見た映画など子どもたちの記憶

に残ってもらえたら嬉しく思います。.

(広報研修部長.小玉恭弘)

例年の研修広報部の活動は講演

会が多かったので、「今までとは違

う何か参加型のものを」と研修広

報部の皆とアイディアを出し合い、

今年はヨガに決めました。

講師に来ていただいたのは、松

江を中心に活動されているヨガイ

ンストラクターの清水礼子さん。

場所は体育館でヨガマットを敷い

て、マットがなければバスタオルで

もＯＫ。裸足または5本指ソックス

ではじめます。現代人はスマホを使

うので上半身が硬くなりがち、先生

の声に身を任せ、ゆっくり体を曲げ

たりのばしたりしていくと血流が良

くなり体が温かくなってきます。吸

いながら伸びて吐きながら元に戻

る。息を止めないように。最後のリ

ラックスタイムでは本当に寝てしま

う方もいました。上質な眠りから覚

めた時のような感覚でした。自分か

らヨガ教室に飛び込んで行くのは

勇気がいるもの。良い体験が出来

ました。.(研修広報部長.寺本彩子)
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本年度の会報誌は「スタイリッシュ」をテーマに、各ブロッ
ク代表の皆さんと編集をさせていただきました。

委員さんのアイデアの大きな写真一枚の表紙は、たいへん好評で各
所でお褒めの言葉をいただきました。また、前期号と後期号の校了日
には、委員さん各校の会報誌を持ち寄り、広報活動の紹介をおこない、
他校の活動を知る良い機会になりました。
委員さんの発言も活発で、楽しくスムーズな委員会が運営出来まし

た。会報委員の皆さん、記事や写真に携わっていただきました方々の
ご協力に感謝申し上げます。
ありがとうございました。　（会報委員長　園山正浩）

編 集
後 記

■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30年度会報委員（ブロック順、敬称略）

平成30年11月10日にシンフォニア岩国に於いて、中国ブロッ
ク研究大会が開催されました。松江市PTA連合からは30数名の参
加があり、多くの学びを得てきました。
麻里布中学校吹奏楽部によるコンサート、実践発表、北中山子ど

も神楽のアトラクションに続き、大学受験をテーマにした小説のモ
デルとなった坪田氏の記念講演と、とても充実した内容で、子育て
と教育を宝探しになぞらえた大会趣旨のとおり、親として子どもに
関わるためのヒントを多くいただきました。
また、参加されたＰＴＡの皆さまとも深く意見交換をする良い機

会となりました。　（市P連副会長　木村.忍）

第2回母親委員会研修会を11月4日（日）母衣小学校（地域交流
ホール）を会場に52名（子ども12名含む）の方にご参加いただき
開催しました。
今回は体を動かしたいね！ということで、年齢性別問わず誰でも

楽しめる体操ということで3B体操を企画しました。講師をお願いし
た古藤令子先生・松村美由紀先生はお話もお上手で、スタイルも抜
群！日々の仕事や家事に追われ、最近めっきり体を動かしていない
私たちの体に『3B体操は必ず音楽をかけて体操するんですよー♪』
『無理のない範囲で大丈夫ですよ』『出来る！出来る！』と励ましな
がらどんどん先生のペースに･･･。最後はダンシングヒーローの曲に
合わせ皆さんノリノリで3B体操を終えました。
他校の母親委員の皆さまと一緒に体を動かしリフレッシュし、単

Pでの活動への力となった研修会になりました。
母親委員の皆さま、研修会にご参加いただきありがとうございま

した。そして、母親委員会の活動を支えていただき心より感謝申し
上げます。一年間ありがとうございました。
（母親委員長　伊藤香織）

12月15日（土）　市民活動セン
ター（交流ホール）にて、平成30年
度研修大会を開催いたしました。

今回は、ネイチャーキッズ寺子屋
代表　大畑伸幸氏を講師に迎え、「こ
れからの将来　子ども達が生きてい
くため　親として何ができるか」と
題しての講演をいただき、123名の
みなさまにご参加いただきました。

講演では、失敗を恐れずチャレン
ジし成功するまでやり続けさせることの大切さや、子どもが抱いて
いる大きな夢に対して否定的な意見をするのではなく、問いかけな
がら好きだという想いを後押しすることで、「心に火をともす」こと
の大切さを学びました。

また、大畑先生が取り組まれている活動の中で、親子や世代の
枠を超えた地域の方々との「対話」を通じて多様な生きざまや想い
を感じる「生き方体験」についても学びました。

講演全般を通じて、子ども達へのアプローチだけでなく、親の立
場である私達も子ども達と目線を合わせていくことや、地域との関
わりが子ども達の育成はもとより、地域の活性化の観点からもこれ
まで以上に必要であると感じました。

参加者からは、「より身近な内容でたいへん勉強になった」との
ご意見が多く寄せられ、主催側としましても、たいへん有意義な講
演会であったと実感しております。

研修大会前日まで雨天が続き天候が心配されましたが、当日は
研修大会開催を祝うかのように天候にも恵まれ無事開催でき、とて
も嬉しく思っている次第です。

最後に、駐車場不足が懸念される中、公共交通機関のご利用お
よび乗り合わせでのご来場にご協力いただきましたことならびに年
末のお忙しい中、当研修大会にご参加いただきました各単位PTAの
みなさまへ研修委員一同お礼申し上げます。（研修委員長　家塚.宏）

「きらりまつえ」
バックナンバーは、
松江市PTA連合会のHP
からご覧いただけます。

松江市P連第2回母親委員会研修会

中国ブロック研究大会について

中田　光俊(城北小)
山根　良平(母衣小)
有本　信一(中央小)
園山　正浩(湖東中)
青柳　由美(津田小)
藤原　進　(大谷小)

安達　杏子(鹿島東小)
小玉　恭弘(揖屋小)
寺本　彩子(美保関小)
安達　正治(湖東中)
新宮　七美(玉湯中)

松江市ＰＴＡ連合会研修
大会を終えて
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