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記 事 掲 載 校

昨年に引き続き松江市PTA連合会の会長の大任を拝しました.

長谷川修二（宍道中学校PTA会長兼任）でございます。松江市の

子どもたちの教育環境の向上のために、引き続き努力して参りま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

先般8月23日㈮、24日㈯の両日で、神戸市並びに兵庫県内各

都市において、第67回日本PTA全国研究大会兵庫大会が、全国の

代表約8000名が参加し行われました。

1日目は、兵庫県内10都市に分かれてテーマ別分科会があり、

2日目は全体会が神戸市のワールド記念ホールでありました。メン

タリストのDaiGoさんによるトークセッションでは、壮絶ないじ

めにあった体験話や性格やIQは半分は遺伝であること、身の回り

に起こる全てのことに対し、自分から動くことや自分が変わるこ

とで解決出来たこと等のお話があり、質疑応答を通して場内と一

体感があふれる大感動の全体会となりました。

5月25日㈯に八雲アルバホールにて松江市PTA連合会総会を

開催いたしました。

総会は各校PTA代表の皆様が参加され、前年度の事業報告、決

算報告並びに本年度の事業計画、予算の承認をいただきました。

また、PTA活動に対する長年の功績を称え、表彰式を行いまし

た。

今年度はボランティア電話相談・しまね性暴力被害者支援セン

ターの支援員の宍倉様をお招きし講演をいただきました。

受賞者及び本年度の役員は以下の通りです。

. （総務委員長　石川...芳廣）

『子育てに活かす アンガーマネジメント』
今回の母親委員研修会は、参加者68名の

皆様と一緒に、子育てで悩むことの多い「怒

り」「その時どのように考えるか・対処するか」

について勉強しました。自分の中で「まあ許

せる範囲を広げる」「こうあるべきは本当に

そうなのか」を考えることや、怒りの感情が

芽生えた時「6秒待つ」、その間深呼吸や背

伸びしたりするのもよいなど、すぐに実践で

きる内容でした。研修後は意見交換等行いました。ご参加ありがと

うございました。. （母親委員長..中村美帆）

母 親 委 員 会 活 動

ご挨拶と日本PTA全国大会参加報告
令和元年度 松江市PTA連合会総会開催

編集／松江市PTA連合会..会報委員会　印刷／株式会社谷口印刷

令和元年度会報委員（ブロック順、敬称略）

今 の 定後 予

「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。

11月 2 日㈯　第49回日本PTA中国ブロック研究大会（広島大会）
11月10日㈰　第2回松江市PTA連合会母親委員会研修会
12月 1 日㈰　島根県PTA連合会母親委員会研修会（大田市）
12月 8 日㈰　松江市PTA連合会研修大会

第63回島根県PTA連合会研修大会江津大会が8月4日に開催さ

れました。嘉久志神楽子ども会の石見神楽で始まり、実践発表では、

郷田小学校と津宮小学校のPTAの皆さんからお祭りや読み聞かせ

の取組を紹介していただきました。講演では、柔道家の古賀稔彦さ

んから夢を持って挑戦することの大事さなどをご自身の経験を交え

ながら楽しくお話していただきました。最後に、来年の松江大会を

しっかりPRしました。. （副会長..勝部恵治）

島根県 PTA 連合会研修大会
江津大会に参加して

講師　古賀稔彦氏

茶話会

講師：稲田尚久先生

研修会

松江市PTA連合会受賞　個人 令和元年度松江市PTA連合会役員

個人表彰：湯本光知子様（第三中） 会　長　　　長谷川修二（宍道中）
副会長　　　勝部　恵治（第一中）
副会長　　　福島喜美子（中央小）
副会長　　　寺津　豪佐（第四中）
副会長　　　新宮　七美（玉湯中）
副会長　　　木村　　忍（鹿島中）
総務委員長　石川　芳廣（大谷小）
研修委員長　塚谷　裕正（出雲郷小）
母親委員長　中村　美帆（内中原小）
会報委員長　吉田　真弥（乃木小）

《日時》�2019年12月8日㈰�� �
14：00～16：30

《会場》スティックビル　交流ホール

《講師》春雨や落雷�氏

松江市
PTA連合会
研修大会

福田　...均（生馬小）
陶山真由美（附属後期）
福島喜美子（中央小）
吉田　真弥（乃木小）
濱岡　宏行（乃木小）
加本　正弘（忌部小）

蔭山　和英（大庭小）
杉谷　高明（玉湯中）
安達奈津子（湖北中）
木村　...忍（鹿島中）
石原　芳子（八雲小）
安立　未来（本庄小）

生馬小「PTAコーラス」

玉湯中「奉仕作業」

八雲小「田植え体験中」

大庭小「親子ふれあい活動」

ワクワクドキドキ学校　いんべ ＰＴＡ環境奉仕作業
夏休み期間中、８月中旬の日曜に活動してい

ます。子ども達と保護者が一緒になって、朝早くか
ら環境美化活動をおこなっています。活動の内容は、
草刈り、木の剪定、校舎や体育館の窓拭き、教室のワッ
クスがけなど様々です。この活動によって、気持ちよ
く２学期を迎えることができます。
� （PTA会長��加本正弘）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0036��松江市東忌部町915番地1� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/inbe-e/

3
Block

忌部小学校

広報誌

主なPTA
活動

環境研修部が中心となり、年１回
年度末に発行しています。卒業生に
関した内容をメインに、先生・保護者
のメッセージやたくさんの写真で思い
出を振り返る内容になっています。ま
た、各学年行事の活動紹介や専門部
からのコメントを載せています。

ＰＴＡだより「いんべ」

がんばりぬくぞ 大庭っ子 大庭ふるさと納涼祭
大庭小学校ＰＴＡのハイライトは大庭ふるさ

と納涼祭です！�毎年出店でラーメン・焼きそば・当
てくじをしますが、保護者、先生が入れ替わり立ち替
わり店番や調理を行います。今年も若手の先生をはじ
め、大勢の方々の協力で大成功でした。

�（PTA会長��蔭山和英／
広報部長��小森秀一）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0033��松江市大庭町1074番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/ooba-e/

4
Block

大庭小学校

広報誌

大庭小学校ＰＴＡ機関紙「かんな
びプレス」は年に2回、7月と3月に
発行し、平成30年に50号をこえまし
た。記事の主な内容は、各学年でア
イデアを出してテーマを決めてもら
い、学年ごとに編集します。毎号親
子で楽しめる広報誌になっています。

かんなびプレス

主なPTA
活動
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心身ともにたくましく
心豊かに生き生きと学ぶ生馬の子

PTA バレー大会
生馬小ＰＴＡでは会員相互の親睦を深めるた

め、毎年１０月に「ＰＴＡバレー大会」を行っていま
す。学年対抗の９人制ソフトバレー大会です。各チー
ムとも珍プレー・好プレーや子どもたちの声援もあり、
とても盛り上がるイベントです。
� （PTA副会長��福田　均）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0865��松江市西生馬町8番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/ikuma-e/

1
Block

生馬小学校

広報誌

年間3号発行しています。文化・
研修委員が中心となり、内容・校正
をしています。内容は、教職員紹介、
役員紹介、PTA活動報告、卒業生へ
の送る言葉などを掲載しています。

ＰＴＡだより「いくま」

WE WISH YOU MORE GIVE THAN 
我が附中色

PTA ふれあい交流会
保護者と先生方の親睦を深める目的で6月下旬

に行われます。各学年の文化体育部を中心に企画・
運営。今年もビーチバレーボール大会が開催されまし
た。学年ごとに優勝を目指した熱い戦いが繰り広げら
れ、保護者も先生方も童心に戻って大変盛り上がる、
楽しい会です。� （PTA副会長��陶山真由美）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0824��松江市菅田町167−1� 学校HP https://www.shimane-fuzoku.ed.jp

2
Block

島根大学教育学部附属義務教育学校（後期課程）

広報誌

学期ごとに1号、年間3号発行し
ています。広報部を中心に企画・編
集しています。「若樹」では、お世
話になる先生方の紹介や学期ごとの
学校行事紹介、PTAふれあい交流会
等のPTA活動について情報発信して
います。

若　樹（わかぎ）

「未来を創造する」
～これからの社会をたくましく生き抜く力の育成～

保護者研修会
例年1学期に開催しています保護者研修会です

が、子どもを取り巻く問題や、保護者として知って
おくべきことについて取り上げています。
今年度はSNS被害の実態や電子機器による子どもの

心身への影響について、講師にお話しいただきました。
講話だけではなく、体も動かしながら楽しく行われ、
参加された方から、とても参考になったという声があ
りました。� （PTA副会長��杉谷高明）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒699−0202��松江市玉湯町湯町717番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/tamayu-j/

5
Block

玉湯中学校

広報誌

年間2回の発行で、前半は入学式
の写真や学級ごとに考えた目標発
表、給食試食会の様子、PTA役員紹
介です。後半は卒業生のメッセージ、
PTA親子活動、体育祭、文化祭の様
子を掲載しています。

かせん

誰もが居心地のいい学校 PTAソフトバレーボール大会
6月の第4日曜日に開催している大会です。 

1～3年生の保護者と先生達が学年でチームを組み、
対抗で試合をします。和気あいあいと、時には鋭い 
スパイクがきまったりナイスレシーブをしたりと、 
保護者と先生の親睦を深めています。
� （広報部��安達奈津子）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0865��松江市打出町245番地1� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/kohoku-j/

6
Block

湖北中学校

広報誌

年１回の発行です。体育祭、校内
音楽会、修学旅行、職場体験、部活
動紹介等、普段保護者が見ることが
できない様子を写した写真を多めに、
掲載しています。原稿もなるべく生徒
さんにお願いしています。

KOHOKUの風

や さしさと笑がおにみち   く ふうし
もう一つ上をめざす　八雲小

PTA 親睦スポーツ大会
毎年6月の授業公開日後に行われるPTA親睦

スポーツ大会。
今年も綱引きが行われ、約230名近くのPTAの方々

に参加して頂きました。
6月の梅雨の時期の開催ではありましたが会場は真

夏並みの熱戦が繰り広げられました。
� （PTA事務局長��河野裕二）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−2103��松江市八雲町西岩坂947番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/yakumo-e/     

7
Block

八雲小学校

広報誌

1966（昭和41）年より発行が開始
され今回で173回（2019年7月時点）
の発行となります。
PTA活動・各スポーツ少年団・学

校行事等様々な八雲小の情報を掲載
しております。
時代は令和にかわりましたが、まゆ

みは変わらず八雲小を伝え続けます。

まゆみ

ふるさと大好き
世界にはばたけ本庄っ子

PTAバザー
毎年5月の本庄地区体育祭に併せて開催してい

ます。地区ごとに町内の家庭を1件ずつまわり商品
を集めます。年々Ｐ数が減少傾向にあり回収が大変な
地区もありますが、毎年楽しみにしておられる地域の
方々もおられるので保護者総出で力を入れているイベ
ントです！！� （PTA会長��安立未来）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−1115��松江市邑生町76番地3� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/honjou-e/     

8
Block

本庄小学校

広報誌

文化部が意見を出し合い、年２回
発行しています。新入生、卒業生、
先生の紹介や、各学年の活動の様子
など写真つきでにぎやかに紹介して
います。

きらきら本庄小

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動
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心身ともにたくましく
心豊かに生き生きと学ぶ生馬の子

PTA バレー大会
生馬小ＰＴＡでは会員相互の親睦を深めるた

め、毎年１０月に「ＰＴＡバレー大会」を行っていま
す。学年対抗の９人制ソフトバレー大会です。各チー
ムとも珍プレー・好プレーや子どもたちの声援もあり、
とても盛り上がるイベントです。
� （PTA副会長��福田　均）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0865��松江市西生馬町8番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/ikuma-e/

1
Block

生馬小学校

広報誌

年間3号発行しています。文化・
研修委員が中心となり、内容・校正
をしています。内容は、教職員紹介、
役員紹介、PTA活動報告、卒業生へ
の送る言葉などを掲載しています。

ＰＴＡだより「いくま」

WE WISH YOU MORE GIVE THAN 
我が附中色

PTA ふれあい交流会
保護者と先生方の親睦を深める目的で6月下旬

に行われます。各学年の文化体育部を中心に企画・
運営。今年もビーチバレーボール大会が開催されまし
た。学年ごとに優勝を目指した熱い戦いが繰り広げら
れ、保護者も先生方も童心に戻って大変盛り上がる、
楽しい会です。� （PTA副会長��陶山真由美）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0824��松江市菅田町167−1� 学校HP https://www.shimane-fuzoku.ed.jp

2
Block

島根大学教育学部附属義務教育学校（後期課程）

広報誌

学期ごとに1号、年間3号発行し
ています。広報部を中心に企画・編
集しています。「若樹」では、お世
話になる先生方の紹介や学期ごとの
学校行事紹介、PTAふれあい交流会
等のPTA活動について情報発信して
います。

若　樹（わかぎ）

「未来を創造する」
～これからの社会をたくましく生き抜く力の育成～

保護者研修会
例年1学期に開催しています保護者研修会です

が、子どもを取り巻く問題や、保護者として知って
おくべきことについて取り上げています。
今年度はSNS被害の実態や電子機器による子どもの

心身への影響について、講師にお話しいただきました。
講話だけではなく、体も動かしながら楽しく行われ、
参加された方から、とても参考になったという声があ
りました。� （PTA副会長��杉谷高明）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒699−0202��松江市玉湯町湯町717番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/tamayu-j/

5
Block

玉湯中学校

広報誌

年間2回の発行で、前半は入学式
の写真や学級ごとに考えた目標発
表、給食試食会の様子、PTA役員紹
介です。後半は卒業生のメッセージ、
PTA親子活動、体育祭、文化祭の様
子を掲載しています。

かせん

誰もが居心地のいい学校 PTAソフトバレーボール大会
6月の第4日曜日に開催している大会です。 

1～3年生の保護者と先生達が学年でチームを組み、
対抗で試合をします。和気あいあいと、時には鋭い 
スパイクがきまったりナイスレシーブをしたりと、 
保護者と先生の親睦を深めています。
� （広報部��安達奈津子）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0865��松江市打出町245番地1� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/kohoku-j/

6
Block

湖北中学校

広報誌

年１回の発行です。体育祭、校内
音楽会、修学旅行、職場体験、部活
動紹介等、普段保護者が見ることが
できない様子を写した写真を多めに、
掲載しています。原稿もなるべく生徒
さんにお願いしています。

KOHOKUの風

や さしさと笑がおにみち   く ふうし
もう一つ上をめざす　八雲小

PTA 親睦スポーツ大会
毎年6月の授業公開日後に行われるPTA親睦

スポーツ大会。
今年も綱引きが行われ、約230名近くのPTAの方々

に参加して頂きました。
6月の梅雨の時期の開催ではありましたが会場は真

夏並みの熱戦が繰り広げられました。
� （PTA事務局長��河野裕二）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−2103��松江市八雲町西岩坂947番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/yakumo-e/     

7
Block

八雲小学校

広報誌

1966（昭和41）年より発行が開始
され今回で173回（2019年7月時点）
の発行となります。
PTA活動・各スポーツ少年団・学

校行事等様々な八雲小の情報を掲載
しております。
時代は令和にかわりましたが、まゆ

みは変わらず八雲小を伝え続けます。

まゆみ

ふるさと大好き
世界にはばたけ本庄っ子

PTAバザー
毎年5月の本庄地区体育祭に併せて開催してい

ます。地区ごとに町内の家庭を1件ずつまわり商品
を集めます。年々Ｐ数が減少傾向にあり回収が大変な
地区もありますが、毎年楽しみにしておられる地域の
方々もおられるので保護者総出で力を入れているイベ
ントです！！� （PTA会長��安立未来）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−1115��松江市邑生町76番地3� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/honjou-e/     

8
Block

本庄小学校

広報誌

文化部が意見を出し合い、年２回
発行しています。新入生、卒業生、
先生の紹介や、各学年の活動の様子
など写真つきでにぎやかに紹介して
います。

きらきら本庄小

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動
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心身ともにたくましく
心豊かに生き生きと学ぶ生馬の子

PTA バレー大会
生馬小ＰＴＡでは会員相互の親睦を深めるた

め、毎年１０月に「ＰＴＡバレー大会」を行っていま
す。学年対抗の９人制ソフトバレー大会です。各チー
ムとも珍プレー・好プレーや子どもたちの声援もあり、
とても盛り上がるイベントです。
� （PTA副会長��福田　均）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0865��松江市西生馬町8番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/ikuma-e/

1
Block

生馬小学校

広報誌

年間3号発行しています。文化・
研修委員が中心となり、内容・校正
をしています。内容は、教職員紹介、
役員紹介、PTA活動報告、卒業生へ
の送る言葉などを掲載しています。

ＰＴＡだより「いくま」

WE WISH YOU MORE GIVE THAN 
我が附中色

PTA ふれあい交流会
保護者と先生方の親睦を深める目的で6月下旬

に行われます。各学年の文化体育部を中心に企画・
運営。今年もビーチバレーボール大会が開催されまし
た。学年ごとに優勝を目指した熱い戦いが繰り広げら
れ、保護者も先生方も童心に戻って大変盛り上がる、
楽しい会です。� （PTA副会長��陶山真由美）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0824��松江市菅田町167−1� 学校HP https://www.shimane-fuzoku.ed.jp

2
Block

島根大学教育学部附属義務教育学校（後期課程）

広報誌

学期ごとに1号、年間3号発行し
ています。広報部を中心に企画・編
集しています。「若樹」では、お世
話になる先生方の紹介や学期ごとの
学校行事紹介、PTAふれあい交流会
等のPTA活動について情報発信して
います。

若　樹（わかぎ）

「未来を創造する」
～これからの社会をたくましく生き抜く力の育成～

保護者研修会
例年1学期に開催しています保護者研修会です

が、子どもを取り巻く問題や、保護者として知って
おくべきことについて取り上げています。
今年度はSNS被害の実態や電子機器による子どもの

心身への影響について、講師にお話しいただきました。
講話だけではなく、体も動かしながら楽しく行われ、
参加された方から、とても参考になったという声があ
りました。� （PTA副会長��杉谷高明）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒699−0202��松江市玉湯町湯町717番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/tamayu-j/

5
Block

玉湯中学校

広報誌

年間2回の発行で、前半は入学式
の写真や学級ごとに考えた目標発
表、給食試食会の様子、PTA役員紹
介です。後半は卒業生のメッセージ、
PTA親子活動、体育祭、文化祭の様
子を掲載しています。

かせん

誰もが居心地のいい学校 PTAソフトバレーボール大会
6月の第4日曜日に開催している大会です。 

1～3年生の保護者と先生達が学年でチームを組み、
対抗で試合をします。和気あいあいと、時には鋭い 
スパイクがきまったりナイスレシーブをしたりと、 
保護者と先生の親睦を深めています。
� （広報部��安達奈津子）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0865��松江市打出町245番地1� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/kohoku-j/

6
Block

湖北中学校

広報誌

年１回の発行です。体育祭、校内
音楽会、修学旅行、職場体験、部活
動紹介等、普段保護者が見ることが
できない様子を写した写真を多めに、
掲載しています。原稿もなるべく生徒
さんにお願いしています。

KOHOKUの風

や さしさと笑がおにみち   く ふうし
もう一つ上をめざす　八雲小

PTA 親睦スポーツ大会
毎年6月の授業公開日後に行われるPTA親睦

スポーツ大会。
今年も綱引きが行われ、約230名近くのPTAの方々

に参加して頂きました。
6月の梅雨の時期の開催ではありましたが会場は真

夏並みの熱戦が繰り広げられました。
� （PTA事務局長��河野裕二）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−2103��松江市八雲町西岩坂947番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/yakumo-e/     

7
Block

八雲小学校

広報誌

1966（昭和41）年より発行が開始
され今回で173回（2019年7月時点）
の発行となります。
PTA活動・各スポーツ少年団・学

校行事等様々な八雲小の情報を掲載
しております。
時代は令和にかわりましたが、まゆ

みは変わらず八雲小を伝え続けます。

まゆみ

ふるさと大好き
世界にはばたけ本庄っ子

PTAバザー
毎年5月の本庄地区体育祭に併せて開催してい

ます。地区ごとに町内の家庭を1件ずつまわり商品
を集めます。年々Ｐ数が減少傾向にあり回収が大変な
地区もありますが、毎年楽しみにしておられる地域の
方々もおられるので保護者総出で力を入れているイベ
ントです！！� （PTA会長��安立未来）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−1115��松江市邑生町76番地3� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/honjou-e/     

8
Block

本庄小学校

広報誌

文化部が意見を出し合い、年２回
発行しています。新入生、卒業生、
先生の紹介や、各学年の活動の様子
など写真つきでにぎやかに紹介して
います。

きらきら本庄小

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動

主なPTA
活動
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記 事 掲 載 校

昨年に引き続き松江市PTA連合会の会長の大任を拝しました.

長谷川修二（宍道中学校PTA会長兼任）でございます。松江市の

子どもたちの教育環境の向上のために、引き続き努力して参りま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

先般8月23日㈮、24日㈯の両日で、神戸市並びに兵庫県内各

都市において、第67回日本PTA全国研究大会兵庫大会が、全国の

代表約8000名が参加し行われました。

1日目は、兵庫県内10都市に分かれてテーマ別分科会があり、

2日目は全体会が神戸市のワールド記念ホールでありました。メン

タリストのDaiGoさんによるトークセッションでは、壮絶ないじ

めにあった体験話や性格やIQは半分は遺伝であること、身の回り

に起こる全てのことに対し、自分から動くことや自分が変わるこ

とで解決出来たこと等のお話があり、質疑応答を通して場内と一

体感があふれる大感動の全体会となりました。

5月25日㈯に八雲アルバホールにて松江市PTA連合会総会を

開催いたしました。

総会は各校PTA代表の皆様が参加され、前年度の事業報告、決

算報告並びに本年度の事業計画、予算の承認をいただきました。

また、PTA活動に対する長年の功績を称え、表彰式を行いまし

た。

今年度はボランティア電話相談・しまね性暴力被害者支援セン

ターの支援員の宍倉様をお招きし講演をいただきました。

受賞者及び本年度の役員は以下の通りです。

. （総務委員長　石川...芳廣）

『子育てに活かす アンガーマネジメント』
今回の母親委員研修会は、参加者68名の

皆様と一緒に、子育てで悩むことの多い「怒

り」「その時どのように考えるか・対処するか」

について勉強しました。自分の中で「まあ許

せる範囲を広げる」「こうあるべきは本当に

そうなのか」を考えることや、怒りの感情が

芽生えた時「6秒待つ」、その間深呼吸や背

伸びしたりするのもよいなど、すぐに実践で

きる内容でした。研修後は意見交換等行いました。ご参加ありがと

うございました。. （母親委員長..中村美帆）

母 親 委 員 会 活 動

ご挨拶と日本PTA全国大会参加報告
令和元年度 松江市PTA連合会総会開催

編集／松江市PTA連合会..会報委員会　印刷／株式会社谷口印刷

令和元年度会報委員（ブロック順、敬称略）

今 の 定後 予

「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。

11月 2 日㈯　第49回日本PTA中国ブロック研究大会（広島大会）
11月10日㈰　第2回松江市PTA連合会母親委員会研修会
12月 1 日㈰　島根県PTA連合会母親委員会研修会（大田市）
12月 8 日㈰　松江市PTA連合会研修大会

第63回島根県PTA連合会研修大会江津大会が8月4日に開催さ

れました。嘉久志神楽子ども会の石見神楽で始まり、実践発表では、

郷田小学校と津宮小学校のPTAの皆さんからお祭りや読み聞かせ

の取組を紹介していただきました。講演では、柔道家の古賀稔彦さ

んから夢を持って挑戦することの大事さなどをご自身の経験を交え

ながら楽しくお話していただきました。最後に、来年の松江大会を

しっかりPRしました。. （副会長..勝部恵治）

島根県 PTA 連合会研修大会
江津大会に参加して

講師　古賀稔彦氏

茶話会

講師：稲田尚久先生

研修会

松江市PTA連合会受賞　個人 令和元年度松江市PTA連合会役員

個人表彰：湯本光知子様（第三中） 会　長　　　長谷川修二（宍道中）
副会長　　　勝部　恵治（第一中）
副会長　　　福島喜美子（中央小）
副会長　　　寺津　豪佐（第四中）
副会長　　　新宮　七美（玉湯中）
副会長　　　木村　　忍（鹿島中）
総務委員長　石川　芳廣（大谷小）
研修委員長　塚谷　裕正（出雲郷小）
母親委員長　中村　美帆（内中原小）
会報委員長　吉田　真弥（乃木小）

《日時》�2019年12月8日㈰�� �
14：00～16：30

《会場》スティックビル　交流ホール

《講師》春雨や落雷�氏

松江市
PTA連合会
研修大会

福田　...均（生馬小）
陶山真由美（附属後期）
福島喜美子（中央小）
吉田　真弥（乃木小）
濱岡　宏行（乃木小）
加本　正弘（忌部小）

蔭山　和英（大庭小）
杉谷　高明（玉湯中）
安達奈津子（湖北中）
木村　...忍（鹿島中）
石原　芳子（八雲小）
安立　未来（本庄小）

生馬小「PTAコーラス」

玉湯中「奉仕作業」

八雲小「田植え体験中」

大庭小「親子ふれあい活動」

ワクワクドキドキ学校　いんべ ＰＴＡ環境奉仕作業
夏休み期間中、８月中旬の日曜に活動してい

ます。子ども達と保護者が一緒になって、朝早くか
ら環境美化活動をおこなっています。活動の内容は、
草刈り、木の剪定、校舎や体育館の窓拭き、教室のワッ
クスがけなど様々です。この活動によって、気持ちよ
く２学期を迎えることができます。
� （PTA会長��加本正弘）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0036��松江市東忌部町915番地1� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/inbe-e/

3
Block

忌部小学校

広報誌

主なPTA
活動

環境研修部が中心となり、年１回
年度末に発行しています。卒業生に
関した内容をメインに、先生・保護者
のメッセージやたくさんの写真で思い
出を振り返る内容になっています。ま
た、各学年行事の活動紹介や専門部
からのコメントを載せています。

ＰＴＡだより「いんべ」

がんばりぬくぞ 大庭っ子 大庭ふるさと納涼祭
大庭小学校ＰＴＡのハイライトは大庭ふるさ

と納涼祭です！�毎年出店でラーメン・焼きそば・当
てくじをしますが、保護者、先生が入れ替わり立ち替
わり店番や調理を行います。今年も若手の先生をはじ
め、大勢の方々の協力で大成功でした。

�（PTA会長��蔭山和英／
広報部長��小森秀一）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0033��松江市大庭町1074番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/ooba-e/

4
Block

大庭小学校

広報誌

大庭小学校ＰＴＡ機関紙「かんな
びプレス」は年に2回、7月と3月に
発行し、平成30年に50号をこえまし
た。記事の主な内容は、各学年でア
イデアを出してテーマを決めてもら
い、学年ごとに編集します。毎号親
子で楽しめる広報誌になっています。

かんなびプレス

主なPTA
活動

65
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記 事 掲 載 校

昨年に引き続き松江市PTA連合会の会長の大任を拝しました.

長谷川修二（宍道中学校PTA会長兼任）でございます。松江市の

子どもたちの教育環境の向上のために、引き続き努力して参りま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

先般8月23日㈮、24日㈯の両日で、神戸市並びに兵庫県内各

都市において、第67回日本PTA全国研究大会兵庫大会が、全国の

代表約8000名が参加し行われました。

1日目は、兵庫県内10都市に分かれてテーマ別分科会があり、

2日目は全体会が神戸市のワールド記念ホールでありました。メン

タリストのDaiGoさんによるトークセッションでは、壮絶ないじ

めにあった体験話や性格やIQは半分は遺伝であること、身の回り

に起こる全てのことに対し、自分から動くことや自分が変わるこ

とで解決出来たこと等のお話があり、質疑応答を通して場内と一

体感があふれる大感動の全体会となりました。

5月25日㈯に八雲アルバホールにて松江市PTA連合会総会を

開催いたしました。

総会は各校PTA代表の皆様が参加され、前年度の事業報告、決

算報告並びに本年度の事業計画、予算の承認をいただきました。

また、PTA活動に対する長年の功績を称え、表彰式を行いまし

た。

今年度はボランティア電話相談・しまね性暴力被害者支援セン

ターの支援員の宍倉様をお招きし講演をいただきました。

受賞者及び本年度の役員は以下の通りです。

. （総務委員長　石川...芳廣）

『子育てに活かす アンガーマネジメント』
今回の母親委員研修会は、参加者68名の

皆様と一緒に、子育てで悩むことの多い「怒

り」「その時どのように考えるか・対処するか」

について勉強しました。自分の中で「まあ許

せる範囲を広げる」「こうあるべきは本当に

そうなのか」を考えることや、怒りの感情が

芽生えた時「6秒待つ」、その間深呼吸や背

伸びしたりするのもよいなど、すぐに実践で

きる内容でした。研修後は意見交換等行いました。ご参加ありがと

うございました。. （母親委員長..中村美帆）

母 親 委 員 会 活 動

ご挨拶と日本PTA全国大会参加報告
令和元年度 松江市PTA連合会総会開催

編集／松江市PTA連合会..会報委員会　印刷／株式会社谷口印刷

令和元年度会報委員（ブロック順、敬称略）

今 の 定後 予

「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。

11月 2 日㈯　第49回日本PTA中国ブロック研究大会（広島大会）
11月10日㈰　第2回松江市PTA連合会母親委員会研修会
12月 1 日㈰　島根県PTA連合会母親委員会研修会（大田市）
12月 8 日㈰　松江市PTA連合会研修大会

第63回島根県PTA連合会研修大会江津大会が8月4日に開催さ

れました。嘉久志神楽子ども会の石見神楽で始まり、実践発表では、

郷田小学校と津宮小学校のPTAの皆さんからお祭りや読み聞かせ

の取組を紹介していただきました。講演では、柔道家の古賀稔彦さ

んから夢を持って挑戦することの大事さなどをご自身の経験を交え

ながら楽しくお話していただきました。最後に、来年の松江大会を

しっかりPRしました。. （副会長..勝部恵治）

島根県 PTA 連合会研修大会
江津大会に参加して

講師　古賀稔彦氏

茶話会

講師：稲田尚久先生

研修会

松江市PTA連合会受賞　個人 令和元年度松江市PTA連合会役員

個人表彰：湯本光知子様（第三中） 会　長　　　長谷川修二（宍道中）
副会長　　　勝部　恵治（第一中）
副会長　　　福島喜美子（中央小）
副会長　　　寺津　豪佐（第四中）
副会長　　　新宮　七美（玉湯中）
副会長　　　木村　　忍（鹿島中）
総務委員長　石川　芳廣（大谷小）
研修委員長　塚谷　裕正（出雲郷小）
母親委員長　中村　美帆（内中原小）
会報委員長　吉田　真弥（乃木小）

《日時》�2019年12月8日㈰�� �
14：00～16：30

《会場》スティックビル　交流ホール

《講師》春雨や落雷�氏

松江市
PTA連合会
研修大会

福田　...均（生馬小）
陶山真由美（附属後期）
福島喜美子（中央小）
吉田　真弥（乃木小）
濱岡　宏行（乃木小）
加本　正弘（忌部小）

蔭山　和英（大庭小）
杉谷　高明（玉湯中）
安達奈津子（湖北中）
木村　...忍（鹿島中）
石原　芳子（八雲小）
安立　未来（本庄小）

生馬小「PTAコーラス」

玉湯中「奉仕作業」

八雲小「田植え体験中」

大庭小「親子ふれあい活動」

ワクワクドキドキ学校　いんべ ＰＴＡ環境奉仕作業
夏休み期間中、８月中旬の日曜に活動してい

ます。子ども達と保護者が一緒になって、朝早くか
ら環境美化活動をおこなっています。活動の内容は、
草刈り、木の剪定、校舎や体育館の窓拭き、教室のワッ
クスがけなど様々です。この活動によって、気持ちよ
く２学期を迎えることができます。
� （PTA会長��加本正弘）
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住　所 〒690−0036��松江市東忌部町915番地1� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/inbe-e/

3
Block

忌部小学校

広報誌

主なPTA
活動

環境研修部が中心となり、年１回
年度末に発行しています。卒業生に
関した内容をメインに、先生・保護者
のメッセージやたくさんの写真で思い
出を振り返る内容になっています。ま
た、各学年行事の活動紹介や専門部
からのコメントを載せています。

ＰＴＡだより「いんべ」

がんばりぬくぞ 大庭っ子 大庭ふるさと納涼祭
大庭小学校ＰＴＡのハイライトは大庭ふるさ

と納涼祭です！�毎年出店でラーメン・焼きそば・当
てくじをしますが、保護者、先生が入れ替わり立ち替
わり店番や調理を行います。今年も若手の先生をはじ
め、大勢の方々の協力で大成功でした。

�（PTA会長��蔭山和英／
広報部長��小森秀一）
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住　所 〒690−0033��松江市大庭町1074番地� 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/ooba-e/

4
Block

大庭小学校

広報誌

大庭小学校ＰＴＡ機関紙「かんな
びプレス」は年に2回、7月と3月に
発行し、平成30年に50号をこえまし
た。記事の主な内容は、各学年でア
イデアを出してテーマを決めてもら
い、学年ごとに編集します。毎号親
子で楽しめる広報誌になっています。

かんなびプレス

主なPTA
活動
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