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広島市で行われた研修大会に、各校のPTAの皆さんとバ
スで参加しました。
実践発表は「いじめ」の問題について。生徒会の皆さん

が堂々の発表をされました。
研修会の講演は、世界の紛争地を伝えてきた戦場カメラ

マンの「戦争の犠牲者はいつも子供たち」のメッセージ。
過酷な環境の中でもけなげに生きる子どもたちの話に泣き
そうになりました。
こういった話は、規

模の大きな大会でない
と聞けないものです。
来年は松江市で県の大
会が開催されます。ぜ
ひとも、たくさんの参
加をお待ちしています。
（副会長　寺津豪佐）

今回はスポーツを通しての交流と、パラリンピックの正
式種目を体験し、家族と一緒に話をすることができたらと
思い企画しました。ボッチャのルールにペナルティーがあ
ること、思ったところに投げることの難しさを知りました。
車椅子バスケットは、まっすぐ進むことの難しさ、思った
ように体が動かせないもどかしさを体験しました。参加し
た方たちが真剣に取り組み、大変盛り上がり、良い活動に
なりました。母親委員の皆様1年間活動にご協力頂きあり
がとうございました。

（母親委員長　中村美帆）

『一人一人の子たちの人生が
自立した幸せなものであるために』
今回前座では、同じように

子育てをしている女性達が、き

れいな音楽を聞かせてください

ました。森さんの講演では、多

くのキーワードがありました。

中でも一番強く発信されたの

は「自分に生まれて良かったと

思ってほしい」という言葉です。

そこに至るまでに、これから、

沢山のことに出会うであろう子

どもたちの傍で私たち保護者が

どのような気持ちで関わってい

くのか。今日の講演にヒントが

あったように思います。

（母親委員長..中村美帆）

島根県PTA連合会母親委員会研修会

日本PTA中国ブロック
研究大会 参加報告

松江市PTA連合会研修大会を終えて

ボッチャと車いすバスケット
ボールの体験をしよう

松江市PTA連合会 第2回母親委員会研修会

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（76号担当、敬称略）
「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。

12月8日（日）　市民活動センター（交流ホール）にて、令和元

年度研修大会を開催いたしました。

今回は、春雨や落雷師匠こと安部正之先生を講師に迎え、第Ⅰ

部では「古典落語」、第Ⅱ部では「いきいき医学講話」としての講

演をいただき、122名のみなさまにご参加いただきました。

第Ⅰ部の古典落語では、普段なかなか見れない落語を鑑賞し笑っ

て頂き、第Ⅱ部では、笑いと免疫についてお話し頂きまして、笑う

ことの重要さを分かりやすく教えて下さいました。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.塚谷裕正）

濱岡　宏行（乃木小）
木村　　忍（鹿島中）
福島喜美子（中央小)
平井　良則（法吉小）
野津　良幸（川津小）
吉儀　和美（雑賀小）

吉田　真弥（乃木小）
安井　裕之（竹矢小）
土江　庸雄（来待小）
友塚　達也（佐太小）
新田　悠介（意東小）
小野　勝之（島根小）

ボッチャ

戦場カメラマン　渡辺.陽一氏

車いすバスケットボール

安部正之先生による古典落語

シンガーソングライター
森.源太氏

12月1日

2020年10月17日（土）　会場　くにびきメッセ
講師　沢松.奈生子.氏.（元プロテニスプレーヤー）

島根県PTA連合会研修大会・松江大会のお知らせ

　各学校の広報誌、主な活動を特集しました。他の学
校についてもぜひじっくりご覧ください! 発行にあた
りご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
閏年記念で29日発行です。  （会報委員長　吉田真弥）

豊かな人間性をもち、自ら学び、
人とかかわりながら、
たくましく生きる子どもの育成

エシカル消費って何？
11月8日（金）に『エシカル消費って何？』

～ゲームを通して楽しく学ぶ消費者教育～という
題で、雑賀小が属している松江市P連3ブロックの研修会
が開催されました。

「買い物の際にエコ商品を選ぶことで地球環境への配
慮となったり、フェアトレード商品を選ぶことで、社
会への配慮となったりすること、買い物は誰を支え
たいか、地球の事をどう考えるかで決めてもよいので
は？」という講師の先生の言葉がとても印象的でした。

楽しく学ぶということで、認証マークと、その説明が
書かれたカードを集めるゲームを行い、グループで楽し
く盛り上がりながら、食品や製品に付いているマークを
覚えることができました。

こ れ か ら は 家 庭 で も、
親子でマークを探しなが
ら、会話を楽しみつつエ
シカル消費を意識して買
い物をしてみようと思い
ました。

（PTA副会長 門脇寛子）
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住　所 〒690−0056  松江市雑賀町586番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/saika-e/

3
Block

雑賀小学校

広報誌

主なPTA
活動

「ふれあい通信」は当該年度の先生
方の紹介とPTA各部会の活動方針説明
を載せており、年度初めに1回発行し
ています。

「PTAだより」は年度終わりの発行
で、PTA各部会の活動報告と卒業生の
紹介を載せています。

ふれあい通信とPTAだより

ほんき・げんき・えがお ふれあいフェスタ
9月最終日曜日に開催しているPTA主催のイベ

ントです。2部構成で、午前は各学年毎に企画され
た親子ふれあい行事があり、午後からは、飲食の販売
やバザーを開催し、大いに盛り上がります。本年度は、
アカペラグループのコンサートもあり、一体感を感じ
る事が出来ました。 

（広報部長 安井裕之）
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ガ
ン

住　所 〒690−0025  松江市八幡町379番地1 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/chikuya-e/

4
Block

竹矢小学校

広報誌

年2回発行。本年度は『子どもが楽
しく学校へ通えるにはどうしたらよい
か？』をテーマに、校長先生や小児心
療科の先生を取材し、インタビューを
掲載しました。保護者へどう伝えるか、
部員が知恵を絞り、イラスト入りの会
話をデザインしてくれました。

ひびき

主なPTA
活動
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やる気満々・笑顔あふれる・
元気いっぱいの法吉小学校

校内音楽会
校内音楽会では保護者と教職員の発表が恒例

となっています。子どもたちの間でも大人気のコー
ナーです。

今年はパプリカの合唱、ちびまる子ちゃんの寸劇が
行われ、多くの笑いを誘い大好評でした。

 （保護者と教師の会 会長 平井良則）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0863 松江市比津町532番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/hokki-e/

1
Block

法吉小学校

広報誌

今年度から年間2回の発行です。
教職員の紹介、5つの専門部会や

学年部の親子活動の様子を掲載して
います。

ほっき

あたたかいつながりの中で、
自ら考え、最後までやりぬく子ども

ファミリーフェスタ
毎年10月下旬の日曜日に小学校を舞台に開催

されるPTAの一大イベント。「いつもの学校が、いつ
もと違う」をスローガンに、ブラスバンドの演奏やじゃ
んけん大会、縄跳び大会やトラックアウト、スライム
作りなどのイベントブースに加え、クレープ、ポップ
コーン、パン、野菜、ハンドメイドやバザーのお店も
大盛況でした。 

 （PTA副会長  野津良幸）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0823 松江市西川津町500番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/kawatsu-e/

2
Block

川津小学校

広報誌

情報部が中心となり、年に2〜3回
発行しています。校長先生や担任の
先生の紹介、PTA役員紹介や活動報
告、会員アンケート結果の紹介など
の記事を掲載しています。親子で楽
しめる読みやすい広報誌を目指して
います。

らくざん

明るく　協力　自信を持って PTAスポーツ大会
毎年、PTA体育部の計画と運営で授業公開後に

行われ、保護者と先生方の親睦を深めるイベントで
す。今年は相手のコートの中心部に立っている籠に玉
を入れる「逆玉入れ」を学年別の総当たり戦で行いま
した。子どもたちの応援もあり、こんなに玉入れで盛
り上がったのは初めてでした。

 （PTA研修部 部長 土江庸雄）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒699−0405  松江市宍道町上来待125番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/kimachi-e/

5
Block

来待小学校

広報誌

年間2回、PTA研修部が作成し発行
しています。1回目は新入生の写真、
新任の先生や新PTAの役員の自己紹
介、2回目は卒業生に向けた保護者
さんからの贈る言葉などを掲載して
います。

こちら来待小研修部

・自ら学ぶ子・思いやりのある子
・たくましい子・ふるさとを愛する子

PTA環境整備作業
夏休みの期間中に環境整備作業で、校舎内の

清掃や窓ふき、ワックスがけを児童と保護者、教職
員が一緒に行い、その後、希望者の親子で校庭の昇降
階段の色塗り作業を行っています。県道からもその素
敵な絵が見られますので、佐太小の近くに来られたら
是非見てください。

 （PTA会長 友塚達也）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0332  松江市鹿島町佐陀本郷1186番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/sada-e/

6
Block

佐太小学校

広報誌

PTA文化研修部を中心に年間1回発
行しています。PTA研修会、母親委員
の研修会の内容や様子について、ま
た、1年生から６年生まで各学年の親
子活動の内容と様子を写真付きで掲
載し、読みやすい内容にしています。

ふれあい

い

と

う

 っしょうけんめい勉強する子
 もだちもじぶんも大切にする子
 んどうを力いっぱいする子

PTA学年対抗綱引き大会 
10月の日曜日に開催しているPTA学年対抗の

綱引き大会です。
今年は保護者60名、児童38名の参加で各試合白熱し

た戦いで子どもたちの応援にも熱が入り大いに盛り上
がりました。保護者の交流・親睦をはかれ、お父さん・
お母さんの頑張る姿に子どもたちは大歓声でした。

（PTA副会長　新田悠介）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒699−0102  松江市東出雲町下意東371番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/itou-e/

7
Block

意東小学校

広報誌

年の2回の発行で現在158号まで発
行されています。

教養部を中心に企画・編集を行っ
ており、内容は各学年紹介・学習の
様子、先生の紹介、PTA活動など様々
な情報を発信しています。

いとう

“ 明日も来たくなる学校 ”
『ゆめ』　『なかま』　『かがやき』

“いちじぃカップ” かるた大会
この大会は、楽しみながら生活習慣の改善に

つなげようと、保健体育部が企画したものです。使
用するかるたは、保健体育部の手作りで、読み札の言
葉は子どもたちが考えたものです。いざ大会が始まり、
読み札が読み上げられると子どもたちは勢いよくかる
たを取り合い、残りが少なくなると頭がぶつかりそう
になるくらい盛り上がっていました。

（PTA会長  小野勝之）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0401  松江市島根町加賀1325番地1 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/shimane-e/

8
Block

島根小学校

広報誌

研修広報部で意見を出し合い、年2
回発行しています。前期は職員紹介、
運動会の様子、新入生の紹介等、後
期はPTA活動報告、親子活動報告、卒
業生親子のメッセージ等を掲載して
います。

PTA会報しまね

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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やる気満々・笑顔あふれる・
元気いっぱいの法吉小学校

校内音楽会
校内音楽会では保護者と教職員の発表が恒例

となっています。子どもたちの間でも大人気のコー
ナーです。

今年はパプリカの合唱、ちびまる子ちゃんの寸劇が
行われ、多くの笑いを誘い大好評でした。

 （保護者と教師の会 会長 平井良則）
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住　所 〒690−0863 松江市比津町532番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/hokki-e/

1
Block

法吉小学校

広報誌

今年度から年間2回の発行です。
教職員の紹介、5つの専門部会や

学年部の親子活動の様子を掲載して
います。

ほっき

あたたかいつながりの中で、
自ら考え、最後までやりぬく子ども

ファミリーフェスタ
毎年10月下旬の日曜日に小学校を舞台に開催

されるPTAの一大イベント。「いつもの学校が、いつ
もと違う」をスローガンに、ブラスバンドの演奏やじゃ
んけん大会、縄跳び大会やトラックアウト、スライム
作りなどのイベントブースに加え、クレープ、ポップ
コーン、パン、野菜、ハンドメイドやバザーのお店も
大盛況でした。 

 （PTA副会長  野津良幸）
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住　所 〒690−0823 松江市西川津町500番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/kawatsu-e/

2
Block

川津小学校

広報誌

情報部が中心となり、年に2〜3回
発行しています。校長先生や担任の
先生の紹介、PTA役員紹介や活動報
告、会員アンケート結果の紹介など
の記事を掲載しています。親子で楽
しめる読みやすい広報誌を目指して
います。

らくざん

明るく　協力　自信を持って PTAスポーツ大会
毎年、PTA体育部の計画と運営で授業公開後に

行われ、保護者と先生方の親睦を深めるイベントで
す。今年は相手のコートの中心部に立っている籠に玉
を入れる「逆玉入れ」を学年別の総当たり戦で行いま
した。子どもたちの応援もあり、こんなに玉入れで盛
り上がったのは初めてでした。

 （PTA研修部 部長 土江庸雄）

ス
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住　所 〒699−0405  松江市宍道町上来待125番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/kimachi-e/

5
Block

来待小学校

広報誌

年間2回、PTA研修部が作成し発行
しています。1回目は新入生の写真、
新任の先生や新PTAの役員の自己紹
介、2回目は卒業生に向けた保護者
さんからの贈る言葉などを掲載して
います。

こちら来待小研修部

・自ら学ぶ子・思いやりのある子
・たくましい子・ふるさとを愛する子

PTA環境整備作業
夏休みの期間中に環境整備作業で、校舎内の

清掃や窓ふき、ワックスがけを児童と保護者、教職
員が一緒に行い、その後、希望者の親子で校庭の昇降
階段の色塗り作業を行っています。県道からもその素
敵な絵が見られますので、佐太小の近くに来られたら
是非見てください。

 （PTA会長 友塚達也）
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住　所 〒690−0332  松江市鹿島町佐陀本郷1186番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/sada-e/

6
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佐太小学校

広報誌

PTA文化研修部を中心に年間1回発
行しています。PTA研修会、母親委員
の研修会の内容や様子について、ま
た、1年生から６年生まで各学年の親
子活動の内容と様子を写真付きで掲
載し、読みやすい内容にしています。

ふれあい
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 っしょうけんめい勉強する子
 もだちもじぶんも大切にする子
 んどうを力いっぱいする子

PTA学年対抗綱引き大会 
10月の日曜日に開催しているPTA学年対抗の

綱引き大会です。
今年は保護者60名、児童38名の参加で各試合白熱し

た戦いで子どもたちの応援にも熱が入り大いに盛り上
がりました。保護者の交流・親睦をはかれ、お父さん・
お母さんの頑張る姿に子どもたちは大歓声でした。

（PTA副会長　新田悠介）
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住　所 〒699−0102  松江市東出雲町下意東371番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/itou-e/

7
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意東小学校

広報誌

年の2回の発行で現在158号まで発
行されています。

教養部を中心に企画・編集を行っ
ており、内容は各学年紹介・学習の
様子、先生の紹介、PTA活動など様々
な情報を発信しています。

いとう

“ 明日も来たくなる学校 ”
『ゆめ』　『なかま』　『かがやき』

“いちじぃカップ” かるた大会
この大会は、楽しみながら生活習慣の改善に

つなげようと、保健体育部が企画したものです。使
用するかるたは、保健体育部の手作りで、読み札の言
葉は子どもたちが考えたものです。いざ大会が始まり、
読み札が読み上げられると子どもたちは勢いよくかる
たを取り合い、残りが少なくなると頭がぶつかりそう
になるくらい盛り上がっていました。

（PTA会長  小野勝之）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0401  松江市島根町加賀1325番地1 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/shimane-e/

8
Block

島根小学校

広報誌

研修広報部で意見を出し合い、年2
回発行しています。前期は職員紹介、
運動会の様子、新入生の紹介等、後
期はPTA活動報告、親子活動報告、卒
業生親子のメッセージ等を掲載して
います。

PTA会報しまね

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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やる気満々・笑顔あふれる・
元気いっぱいの法吉小学校

校内音楽会
校内音楽会では保護者と教職員の発表が恒例

となっています。子どもたちの間でも大人気のコー
ナーです。

今年はパプリカの合唱、ちびまる子ちゃんの寸劇が
行われ、多くの笑いを誘い大好評でした。

 （保護者と教師の会 会長 平井良則）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0863 松江市比津町532番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/hokki-e/

1
Block

法吉小学校

広報誌

今年度から年間2回の発行です。
教職員の紹介、5つの専門部会や

学年部の親子活動の様子を掲載して
います。

ほっき

あたたかいつながりの中で、
自ら考え、最後までやりぬく子ども

ファミリーフェスタ
毎年10月下旬の日曜日に小学校を舞台に開催

されるPTAの一大イベント。「いつもの学校が、いつ
もと違う」をスローガンに、ブラスバンドの演奏やじゃ
んけん大会、縄跳び大会やトラックアウト、スライム
作りなどのイベントブースに加え、クレープ、ポップ
コーン、パン、野菜、ハンドメイドやバザーのお店も
大盛況でした。 

 （PTA副会長  野津良幸）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0823 松江市西川津町500番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/kawatsu-e/

2
Block

川津小学校

広報誌

情報部が中心となり、年に2〜3回
発行しています。校長先生や担任の
先生の紹介、PTA役員紹介や活動報
告、会員アンケート結果の紹介など
の記事を掲載しています。親子で楽
しめる読みやすい広報誌を目指して
います。

らくざん

明るく　協力　自信を持って PTAスポーツ大会
毎年、PTA体育部の計画と運営で授業公開後に

行われ、保護者と先生方の親睦を深めるイベントで
す。今年は相手のコートの中心部に立っている籠に玉
を入れる「逆玉入れ」を学年別の総当たり戦で行いま
した。子どもたちの応援もあり、こんなに玉入れで盛
り上がったのは初めてでした。

 （PTA研修部 部長 土江庸雄）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒699−0405  松江市宍道町上来待125番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/kimachi-e/

5
Block

来待小学校

広報誌

年間2回、PTA研修部が作成し発行
しています。1回目は新入生の写真、
新任の先生や新PTAの役員の自己紹
介、2回目は卒業生に向けた保護者
さんからの贈る言葉などを掲載して
います。

こちら来待小研修部

・自ら学ぶ子・思いやりのある子
・たくましい子・ふるさとを愛する子

PTA環境整備作業
夏休みの期間中に環境整備作業で、校舎内の

清掃や窓ふき、ワックスがけを児童と保護者、教職
員が一緒に行い、その後、希望者の親子で校庭の昇降
階段の色塗り作業を行っています。県道からもその素
敵な絵が見られますので、佐太小の近くに来られたら
是非見てください。

 （PTA会長 友塚達也）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0332  松江市鹿島町佐陀本郷1186番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/sada-e/

6
Block

佐太小学校

広報誌

PTA文化研修部を中心に年間1回発
行しています。PTA研修会、母親委員
の研修会の内容や様子について、ま
た、1年生から６年生まで各学年の親
子活動の内容と様子を写真付きで掲
載し、読みやすい内容にしています。

ふれあい

い

と

う

 っしょうけんめい勉強する子
 もだちもじぶんも大切にする子
 んどうを力いっぱいする子

PTA学年対抗綱引き大会 
10月の日曜日に開催しているPTA学年対抗の

綱引き大会です。
今年は保護者60名、児童38名の参加で各試合白熱し

た戦いで子どもたちの応援にも熱が入り大いに盛り上
がりました。保護者の交流・親睦をはかれ、お父さん・
お母さんの頑張る姿に子どもたちは大歓声でした。

（PTA副会長　新田悠介）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒699−0102  松江市東出雲町下意東371番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/itou-e/

7
Block

意東小学校

広報誌

年の2回の発行で現在158号まで発
行されています。

教養部を中心に企画・編集を行っ
ており、内容は各学年紹介・学習の
様子、先生の紹介、PTA活動など様々
な情報を発信しています。

いとう

“ 明日も来たくなる学校 ”
『ゆめ』　『なかま』　『かがやき』

“いちじぃカップ” かるた大会
この大会は、楽しみながら生活習慣の改善に

つなげようと、保健体育部が企画したものです。使
用するかるたは、保健体育部の手作りで、読み札の言
葉は子どもたちが考えたものです。いざ大会が始まり、
読み札が読み上げられると子どもたちは勢いよくかる
たを取り合い、残りが少なくなると頭がぶつかりそう
になるくらい盛り上がっていました。

（PTA会長  小野勝之）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0401  松江市島根町加賀1325番地1 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/shimane-e/

8
Block

島根小学校

広報誌

研修広報部で意見を出し合い、年2
回発行しています。前期は職員紹介、
運動会の様子、新入生の紹介等、後
期はPTA活動報告、親子活動報告、卒
業生親子のメッセージ等を掲載して
います。

PTA会報しまね

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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1ブロック：法吉小学校

3ブロック：雑賀小学校

5ブロック：来待小学校

7ブロック：意東小学校

2ブロック：�川津小学校

4ブロック：竹矢小学校

6ブロック：佐太小学校

8ブロック：島根小学校

記 事 掲 載 校

広島市で行われた研修大会に、各校のPTAの皆さんとバ
スで参加しました。
実践発表は「いじめ」の問題について。生徒会の皆さん

が堂々の発表をされました。
研修会の講演は、世界の紛争地を伝えてきた戦場カメラ

マンの「戦争の犠牲者はいつも子供たち」のメッセージ。
過酷な環境の中でもけなげに生きる子どもたちの話に泣き
そうになりました。
こういった話は、規

模の大きな大会でない
と聞けないものです。
来年は松江市で県の大
会が開催されます。ぜ
ひとも、たくさんの参
加をお待ちしています。
（副会長　寺津豪佐）

今回はスポーツを通しての交流と、パラリンピックの正
式種目を体験し、家族と一緒に話をすることができたらと
思い企画しました。ボッチャのルールにペナルティーがあ
ること、思ったところに投げることの難しさを知りました。
車椅子バスケットは、まっすぐ進むことの難しさ、思った
ように体が動かせないもどかしさを体験しました。参加し
た方たちが真剣に取り組み、大変盛り上がり、良い活動に
なりました。母親委員の皆様1年間活動にご協力頂きあり
がとうございました。

（母親委員長　中村美帆）

『一人一人の子たちの人生が
自立した幸せなものであるために』
今回前座では、同じように

子育てをしている女性達が、き

れいな音楽を聞かせてください

ました。森さんの講演では、多

くのキーワードがありました。

中でも一番強く発信されたの

は「自分に生まれて良かったと

思ってほしい」という言葉です。

そこに至るまでに、これから、

沢山のことに出会うであろう子

どもたちの傍で私たち保護者が

どのような気持ちで関わってい

くのか。今日の講演にヒントが

あったように思います。

（母親委員長..中村美帆）

島根県PTA連合会母親委員会研修会

日本PTA中国ブロック
研究大会 参加報告

松江市PTA連合会研修大会を終えて

ボッチャと車いすバスケット
ボールの体験をしよう

松江市PTA連合会 第2回母親委員会研修会

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（76号担当、敬称略）
「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。

12月8日（日）　市民活動センター（交流ホール）にて、令和元

年度研修大会を開催いたしました。

今回は、春雨や落雷師匠こと安部正之先生を講師に迎え、第Ⅰ

部では「古典落語」、第Ⅱ部では「いきいき医学講話」としての講

演をいただき、122名のみなさまにご参加いただきました。

第Ⅰ部の古典落語では、普段なかなか見れない落語を鑑賞し笑っ

て頂き、第Ⅱ部では、笑いと免疫についてお話し頂きまして、笑う

ことの重要さを分かりやすく教えて下さいました。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.塚谷裕正）

濱岡　宏行（乃木小）
木村　　忍（鹿島中）
福島喜美子（中央小)
平井　良則（法吉小）
野津　良幸（川津小）
吉儀　和美（雑賀小）

吉田　真弥（乃木小）
安井　裕之（竹矢小）
土江　庸雄（来待小）
友塚　達也（佐太小）
新田　悠介（意東小）
小野　勝之（島根小）

ボッチャ

戦場カメラマン　渡辺.陽一氏

車いすバスケットボール

安部正之先生による古典落語

シンガーソングライター
森.源太氏

12月1日

2020年10月17日（土）　会場　くにびきメッセ
講師　沢松.奈生子.氏.（元プロテニスプレーヤー）

島根県PTA連合会研修大会・松江大会のお知らせ

　各学校の広報誌、主な活動を特集しました。他の学
校についてもぜひじっくりご覧ください! 発行にあた
りご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
閏年記念で29日発行です。  （会報委員長　吉田真弥）

豊かな人間性をもち、自ら学び、
人とかかわりながら、
たくましく生きる子どもの育成

エシカル消費って何？
11月8日（金）に『エシカル消費って何？』

～ゲームを通して楽しく学ぶ消費者教育～という
題で、雑賀小が属している松江市P連3ブロックの研修会
が開催されました。

「買い物の際にエコ商品を選ぶことで地球環境への配
慮となったり、フェアトレード商品を選ぶことで、社
会への配慮となったりすること、買い物は誰を支え
たいか、地球の事をどう考えるかで決めてもよいので
は？」という講師の先生の言葉がとても印象的でした。

楽しく学ぶということで、認証マークと、その説明が
書かれたカードを集めるゲームを行い、グループで楽し
く盛り上がりながら、食品や製品に付いているマークを
覚えることができました。

こ れ か ら は 家 庭 で も、
親子でマークを探しなが
ら、会話を楽しみつつエ
シカル消費を意識して買
い物をしてみようと思い
ました。

（PTA副会長 門脇寛子）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0056  松江市雑賀町586番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/saika-e/

3
Block

雑賀小学校

広報誌

主なPTA
活動

「ふれあい通信」は当該年度の先生
方の紹介とPTA各部会の活動方針説明
を載せており、年度初めに1回発行し
ています。

「PTAだより」は年度終わりの発行
で、PTA各部会の活動報告と卒業生の
紹介を載せています。

ふれあい通信とPTAだより

ほんき・げんき・えがお ふれあいフェスタ
9月最終日曜日に開催しているPTA主催のイベ

ントです。2部構成で、午前は各学年毎に企画され
た親子ふれあい行事があり、午後からは、飲食の販売
やバザーを開催し、大いに盛り上がります。本年度は、
アカペラグループのコンサートもあり、一体感を感じ
る事が出来ました。 

（広報部長 安井裕之）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0025  松江市八幡町379番地1 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/chikuya-e/

4
Block

竹矢小学校

広報誌

年2回発行。本年度は『子どもが楽
しく学校へ通えるにはどうしたらよい
か？』をテーマに、校長先生や小児心
療科の先生を取材し、インタビューを
掲載しました。保護者へどう伝えるか、
部員が知恵を絞り、イラスト入りの会
話をデザインしてくれました。

ひびき

主なPTA
活動

65
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記 事 掲 載 校

広島市で行われた研修大会に、各校のPTAの皆さんとバ
スで参加しました。
実践発表は「いじめ」の問題について。生徒会の皆さん

が堂々の発表をされました。
研修会の講演は、世界の紛争地を伝えてきた戦場カメラ

マンの「戦争の犠牲者はいつも子供たち」のメッセージ。
過酷な環境の中でもけなげに生きる子どもたちの話に泣き
そうになりました。
こういった話は、規

模の大きな大会でない
と聞けないものです。
来年は松江市で県の大
会が開催されます。ぜ
ひとも、たくさんの参
加をお待ちしています。
（副会長　寺津豪佐）

今回はスポーツを通しての交流と、パラリンピックの正
式種目を体験し、家族と一緒に話をすることができたらと
思い企画しました。ボッチャのルールにペナルティーがあ
ること、思ったところに投げることの難しさを知りました。
車椅子バスケットは、まっすぐ進むことの難しさ、思った
ように体が動かせないもどかしさを体験しました。参加し
た方たちが真剣に取り組み、大変盛り上がり、良い活動に
なりました。母親委員の皆様1年間活動にご協力頂きあり
がとうございました。

（母親委員長　中村美帆）

『一人一人の子たちの人生が
自立した幸せなものであるために』
今回前座では、同じように

子育てをしている女性達が、き

れいな音楽を聞かせてください

ました。森さんの講演では、多

くのキーワードがありました。

中でも一番強く発信されたの

は「自分に生まれて良かったと

思ってほしい」という言葉です。

そこに至るまでに、これから、

沢山のことに出会うであろう子

どもたちの傍で私たち保護者が

どのような気持ちで関わってい

くのか。今日の講演にヒントが

あったように思います。

（母親委員長..中村美帆）

島根県PTA連合会母親委員会研修会

日本PTA中国ブロック
研究大会 参加報告

松江市PTA連合会研修大会を終えて

ボッチャと車いすバスケット
ボールの体験をしよう

松江市PTA連合会 第2回母親委員会研修会

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（76号担当、敬称略）
「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。

12月8日（日）　市民活動センター（交流ホール）にて、令和元

年度研修大会を開催いたしました。

今回は、春雨や落雷師匠こと安部正之先生を講師に迎え、第Ⅰ

部では「古典落語」、第Ⅱ部では「いきいき医学講話」としての講

演をいただき、122名のみなさまにご参加いただきました。

第Ⅰ部の古典落語では、普段なかなか見れない落語を鑑賞し笑っ

て頂き、第Ⅱ部では、笑いと免疫についてお話し頂きまして、笑う

ことの重要さを分かりやすく教えて下さいました。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.塚谷裕正）

濱岡　宏行（乃木小）
木村　　忍（鹿島中）
福島喜美子（中央小)
平井　良則（法吉小）
野津　良幸（川津小）
吉儀　和美（雑賀小）

吉田　真弥（乃木小）
安井　裕之（竹矢小）
土江　庸雄（来待小）
友塚　達也（佐太小）
新田　悠介（意東小）
小野　勝之（島根小）

ボッチャ

戦場カメラマン　渡辺.陽一氏

車いすバスケットボール

安部正之先生による古典落語

シンガーソングライター
森.源太氏

12月1日

2020年10月17日（土）　会場　くにびきメッセ
講師　沢松.奈生子.氏.（元プロテニスプレーヤー）

島根県PTA連合会研修大会・松江大会のお知らせ

　各学校の広報誌、主な活動を特集しました。他の学
校についてもぜひじっくりご覧ください! 発行にあた
りご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
閏年記念で29日発行です。  （会報委員長　吉田真弥）

豊かな人間性をもち、自ら学び、
人とかかわりながら、
たくましく生きる子どもの育成

エシカル消費って何？
11月8日（金）に『エシカル消費って何？』

～ゲームを通して楽しく学ぶ消費者教育～という
題で、雑賀小が属している松江市P連3ブロックの研修会
が開催されました。

「買い物の際にエコ商品を選ぶことで地球環境への配
慮となったり、フェアトレード商品を選ぶことで、社
会への配慮となったりすること、買い物は誰を支え
たいか、地球の事をどう考えるかで決めてもよいので
は？」という講師の先生の言葉がとても印象的でした。

楽しく学ぶということで、認証マークと、その説明が
書かれたカードを集めるゲームを行い、グループで楽し
く盛り上がりながら、食品や製品に付いているマークを
覚えることができました。

こ れ か ら は 家 庭 で も、
親子でマークを探しなが
ら、会話を楽しみつつエ
シカル消費を意識して買
い物をしてみようと思い
ました。

（PTA副会長 門脇寛子）

ス
ロ
ー
ガ
ン

住　所 〒690−0056  松江市雑賀町586番地 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/saika-e/

3
Block

雑賀小学校

広報誌

主なPTA
活動

「ふれあい通信」は当該年度の先生
方の紹介とPTA各部会の活動方針説明
を載せており、年度初めに1回発行し
ています。

「PTAだより」は年度終わりの発行
で、PTA各部会の活動報告と卒業生の
紹介を載せています。

ふれあい通信とPTAだより

ほんき・げんき・えがお ふれあいフェスタ
9月最終日曜日に開催しているPTA主催のイベ

ントです。2部構成で、午前は各学年毎に企画され
た親子ふれあい行事があり、午後からは、飲食の販売
やバザーを開催し、大いに盛り上がります。本年度は、
アカペラグループのコンサートもあり、一体感を感じ
る事が出来ました。 

（広報部長 安井裕之）

ス
ロ
ー
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ン

住　所 〒690−0025  松江市八幡町379番地1 学校HP http://www.city.matsue.ed.jp/chikuya-e/

4
Block

竹矢小学校

広報誌

年2回発行。本年度は『子どもが楽
しく学校へ通えるにはどうしたらよい
か？』をテーマに、校長先生や小児心
療科の先生を取材し、インタビューを
掲載しました。保護者へどう伝えるか、
部員が知恵を絞り、イラスト入りの会
話をデザインしてくれました。

ひびき

主なPTA
活動
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