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＃運動会　＃5年生宿泊研修

#教育講演会　#オンライン開催
#アルミ缶回収

#合唱コンクール　#体育・環境部による花壇整備作業
#体育祭学年別リレー　#2年生人権教育

#1年生がバス遠足に出発！いってらっしゃい！
#人権集会　#全校生徒が力を合わせて作った壁画

編集／松江市PTA連合会  会報委員会　印刷／株式会社谷口印刷

中央小学校中央小学校

竹矢小学校竹矢小学校

湖南中学校湖南中学校

第四中学校第四中学校

学校HP

学校HP

学校HP

学校HP

令和3年度会報委員（79号担当）（敬称略）
中田　光俊（城北小）
長繁　賢治（法吉小）
木村　一朗（第二中）
田中　　健（母衣小）
高橋　一平（湖南中）
有本　信一（中央小）
吉岡　亜美（第四中）
山根　博幸（竹矢小）
笘居　春希（玉湯学園）

高橋　　智（宍道小）
金津　義孝（古江小）
和沙　佳代（鹿島東小）
白鹿　端員（八雲小）
仲野　貴則（出雲郷小）
鈴木　千代（本庄中）
宮田　洋美（八束学園）
佐藤　浩之（城北小）
山根　良平（母衣小）

「子どもたちの笑顔のために」
令和3年度「きらりまつえvol.79」を手に取って頂きあり

がとうございます。
社会情勢も日々変わり、各ご家庭での子育て環境も変化の

多い令和3年度ではなかったでしょうか。これまでのように
前例を踏襲するだけではうまくいかない時代がきていると実
感しております。そのような時には、視野を広げることで新
しい価値観を学べます。今回「子どもたちの笑顔のために」

活動されている各学校の様子を1枚1枚の写真で表現してお
ります。
ご自身の校区だけでなく、松江市内の各学校それぞれの写
真をぜひご覧いただきたいと思います。
最後になりますが、全8ブロック18名の会報委員の皆さん

には、コロナ禍で各学校のPTA活動が制限される中、1年間
活動ありがとうございました。改めて感謝申し上げます。
 （令和3年度  松江市PTA連合会  会報委員長  中田光俊）
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活動されている各学校の様子を1枚1枚の写真で表現してお
ります。

真をぜひご覧いただきたいと思います。

には、コロナ禍で各学校のPTA活動が制限される中、1年間
活動ありがとうございました。改めて感謝申し上げます。

松江市PTA連合会ホームページ
最新の「お知らせ」や「過去のきらりまつえ」
をご覧いただけます。
http://www.matsueshi-pta.gr.jp/

我々執行部メンバーの重要なミッションは「現場の声をPTAの皆
さんを代表して行政や教育委員会に届けること」が挙げられます。
今年度に入ってから、執行部から上定市長に直接お話をさせていた
だきコロナ禍での学校・家庭・子どもたちの困りごとなどを直接市
長にお伝えする場を設けたり、市内小中学校でのICT教育の推進状
況などについて教育委員会の皆さんと定期的に意見交換する機会を
設けています。
今この広報誌を手に取って読まれている保護者の皆さんの中で、

「こんなことで困っている」「こんなことを伝えて欲しい」「ここは
改善して欲しい」などのご意見があれば、遠慮なくPTA連合会執行
部メンバーや各単PのPTA会長にお伝えください。皆さんの声を大
切に受け取らせていただきます。

上定市長や教育委員会の
皆さんとの意見交換

2021年11月6日、第51回日本PTA中国ブロック研修大会島根県益田大会が開催さ
れ、松江市PTA連合会を代表して一中ブロックの地域学校協働活動の実践発表が行わ
れました。また発表の様子はYouTubeライブを通して中国5県の関係者約1,500名に
配信されました。
この活動は、松江市立第一中・内中原小・法吉小・城北小・生馬小各PTAと地域の
大人が、国宝松江城のお堀をフィールドに、夏に増えすぎて困っている藻の清掃や生
き物調査を子どもたちと行うことで、ふるさとに愛着を持って貰うことを目的とした
「地域学校協働活動」です。
松江市内では「学校運営協議会」と「学園教育推進会議」の一体的な推進が始まっ
ており、各地域と学校がどのように連携・協働していくのかは我々保護者にかかって
います。子どもたちにとって何がプラスになるのか地域に目を向けてみましょう。

活動の様子

活動前のお堀

活動後のお堀

配信の様子

第51回日本PTA中国ブロック
研修大会島根県益田大会

松江市PTA連合会
の活動を県外へ発信

執行部の活
動紹介
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●page2～5 ......PTA活動紹介
●page6 ....................市P連情報発信

1ブロック： 城北小学校
法吉小学校

3ブロック： 湖南中学校
中央小学校

5ブロック： 玉湯学園
宍道小学校

7ブロック： 八雲小学校
出雲郷小学校

2ブロック： 第二中学校
母衣小学校

4ブロック： 第四中学校
竹矢小学校

6ブロック： 古江小学校
鹿島東小学校

8ブロック： 本庄中学校
八束学園

記 事 掲 載 校

第二中学校　体育会開会式
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#5年生しめ縄づくり #運動会　#開会式　#リレー6年生アンカー待機中

#大人のための体力測定　#おとなの本気
#上体起こし！　#反復横跳び！　#シャトルラン！

#川から海へ大航海in鹿島　#さつま芋の苗植え
#表現運動発表会 #4年生親子行事　#母親委員研究会

#役員ボランティアの清掃活動
#運動会Youtube配信 #体育祭　#最初で最高の物語 #修学旅行　#大吉！

#体育会色組パフォーマンス　#県総体ポスター
#体育会ポスター　#音楽会ポスター #島根スサノオマジック夢授業 #PTA親子研修会　#路上詩人こーたさん 

#書道パフォーマンス

法吉小学校法吉小学校 宍道小学校宍道小学校 出雲郷小学校出雲郷小学校

母衣小学校母衣小学校 鹿島東小学校鹿島東小学校 八束学園八束学園

城北小学校城北小学校 玉湯学園玉湯学園 八雲小学校八雲小学校

第二中学校第二中学校 古江小学校古江小学校 本庄中学校本庄中学校

学校HP 学校HP 学校HP

学校HP 学校HP 学校HP

学校HP 学校HP 学校HP

学校HP 学校HP 学校HP
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令和3年度「きらりまつえvol.79」を手に取って頂きあり

がとうございます。
社会情勢も日々変わり、各ご家庭での子育て環境も変化の

多い令和3年度ではなかったでしょうか。これまでのように
前例を踏襲するだけではうまくいかない時代がきていると実
感しております。そのような時には、視野を広げることで新
しい価値観を学べます。今回「子どもたちの笑顔のために」

活動されている各学校の様子を1枚1枚の写真で表現してお
ります。
ご自身の校区だけでなく、松江市内の各学校それぞれの写
真をぜひご覧いただきたいと思います。
最後になりますが、全8ブロック18名の会報委員の皆さん

には、コロナ禍で各学校のPTA活動が制限される中、1年間
活動ありがとうございました。改めて感謝申し上げます。
 （令和3年度  松江市PTA連合会  会報委員長  中田光俊）
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活動されている各学校の様子を1枚1枚の写真で表現してお
ります。

真をぜひご覧いただきたいと思います。

には、コロナ禍で各学校のPTA活動が制限される中、1年間
活動ありがとうございました。改めて感謝申し上げます。

松江市PTA連合会ホームページ
最新の「お知らせ」や「過去のきらりまつえ」
をご覧いただけます。
http://www.matsueshi-pta.gr.jp/

我々執行部メンバーの重要なミッションは「現場の声をPTAの皆
さんを代表して行政や教育委員会に届けること」が挙げられます。
今年度に入ってから、執行部から上定市長に直接お話をさせていた
だきコロナ禍での学校・家庭・子どもたちの困りごとなどを直接市
長にお伝えする場を設けたり、市内小中学校でのICT教育の推進状
況などについて教育委員会の皆さんと定期的に意見交換する機会を
設けています。
今この広報誌を手に取って読まれている保護者の皆さんの中で、

「こんなことで困っている」「こんなことを伝えて欲しい」「ここは
改善して欲しい」などのご意見があれば、遠慮なくPTA連合会執行
部メンバーや各単PのPTA会長にお伝えください。皆さんの声を大
切に受け取らせていただきます。

上定市長や教育委員会の
皆さんとの意見交換

2021年11月6日、第51回日本PTA中国ブロック研修大会島根県益田大会が開催さ
れ、松江市PTA連合会を代表して一中ブロックの地域学校協働活動の実践発表が行わ
れました。また発表の様子はYouTubeライブを通して中国5県の関係者約1,500名に
配信されました。
この活動は、松江市立第一中・内中原小・法吉小・城北小・生馬小各PTAと地域の
大人が、国宝松江城のお堀をフィールドに、夏に増えすぎて困っている藻の清掃や生
き物調査を子どもたちと行うことで、ふるさとに愛着を持って貰うことを目的とした
「地域学校協働活動」です。
松江市内では「学校運営協議会」と「学園教育推進会議」の一体的な推進が始まっ
ており、各地域と学校がどのように連携・協働していくのかは我々保護者にかかって
います。子どもたちにとって何がプラスになるのか地域に目を向けてみましょう。

活動の様子

活動前のお堀

活動後のお堀

配信の様子

第51回日本PTA中国ブロック
研修大会島根県益田大会

松江市PTA連合会
の活動を県外へ発信

執行部の活
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●page2～5 ......PTA活動紹介
●page6 ....................市P連情報発信

1ブロック： 城北小学校
法吉小学校

3ブロック： 湖南中学校
中央小学校

5ブロック： 玉湯学園
宍道小学校

7ブロック： 八雲小学校
出雲郷小学校

2ブロック： 第二中学校
母衣小学校

4ブロック： 第四中学校
竹矢小学校

6ブロック： 古江小学校
鹿島東小学校

8ブロック： 本庄中学校
八束学園

記 事 掲 載 校

第二中学校　体育会開会式
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