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平成２４年度大宮区ＰＴＡ連合会の総会を開催
～今年度も区内１６小中学校の全会長を役員に選出～

大宮東小会長

●区連役員会(年6 回：6月、7月、9月、11月、25年2月、3月)

桜木小会長

●大宮区民ふれあいフェア参加(10 月 27 日、鐘塚公園)

第二東中会長
芝川小会長

●舘岩少年自然の家市Ｐ協視察研修参加(8月18日・19日)

桜木中Ｐ

●10 周年記念講演会(12月13日(予定)、会場未定)

大宮南中会長
三橋中会長
大宮北小校長

●副会長連絡会(6月19日、大宮南中学校)

大宮南中校長
大宮東中会長

●会長校長会(第 1 回：7月5日、第 2 回：12月6日)

ｂ

前列右から
書記
岩田尚明
会計
川田祐弘
副会長
中村信市
石原圭一
会長
山田祐司
副会長
河原友香
栁田英樹
名倉稔夫
監事
井上 馨
堀田敏広

平成２４年度 大宮区Ｐ連の主な年間行事

後列右から
幹事
御手洗輝 大成中会長
千葉直樹 桜木中会長
風間裕子 大宮北中会長
工藤威人 上小小会長
加藤剛健 大成小会長
吉田淑子 三橋小会長
大塚康宏 大宮南小会長
横山千恵子大宮小会長
欠席
波多野裕 大宮北小会長

５月２４日(木)１８時から東町のラフォーレ清
水園において、さいたま市ＰＴＡ協議会大宮区連
合会(大宮区Ｐ連)の平成２４年度定期総会が、さ
いたま市の宮沢新樹大宮区長と市ＰＴＡ協議会の
磯田和男会長などの方々を来賓に迎え、区内の小
学校９校、中学校７校のＰＴ
Ａ会長や副会長、学校長参加
のもと開催されました。
挨拶に立った大宮区Ｐ連の
山田祐司会長は、東日本大震
災の被災地に対する各校ＰＴ
Ａのさまざまな支援活動に対
挨拶する山田区Ｐ連会長
して感謝の言葉を述べた後、
「市Ｐ協がゲームコーナーや綿菓子販売で参加した
昨年１０月の大宮区民ふれあいフェアでは、大宮
区Ｐ連から大勢の役員が協力した。その収益は、

仙台市ＰＴＡ協議会を通して子どもたちのために活
用された」と報告。
「すべての小中学校の会長が大
宮区Ｐ連の役員になっているため、役員会ではい
つも全員で協議し、活発な情報交換を行うことがで
きた。２４年度新たに実施することになった被災
地支援のためのアルミ缶回収もその成果」と、１
年間を振り返り、活動の充実ぶりを強調しました。
議案審議では、
提出された平成
２３年度の事業
報告や決算報告、
平成２４年度役
員案や事業計画
案、予算案などが
原案どおり承認 大勢のＰＴＡ会長や学校長などが参加した総会
され、約１時間で総会は閉会。引き続き行われた
懇親会では、各校の本部役員たちが、あらかじめ
用意した小道具や楽器を駆使するなどしてＰＴＡ
の自己紹介で盛り上がり、交流を深めました。
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（三橋小ＰＴＡ副会長 畑本、鈴木）

「子どもが悪いことをしたときな
ど、裏に隠された悩みに気づいてあ
げることが大切。やったことを注意
するのは簡単にできるが、まず会話
の中にある子どもの本当の気持ち
を汲み取ってあげることがとても
重要」という先生の説明には、思わ
ず頷いてしまいました。
その後、小・中学校別で二、三校
ずつまとまり、給食をいただきなが
らの情報交換会。学校の規模により
ＰＴＡの運営方法は異なりますが、
どの学校もそれぞれの良いところ
や抱えている問題があり、この機会
にと他校の参考にできるところを
どんどん教えていただいたり、相談
しあったりすることができました。
たった数時間でしたが、とても有
意義な時間を過ごすことができ、今
後のＰＴＡ活動に活かせる貴重な
体験となりました。
給食をいただく前に栄養士さんか
ら伺った給食のメニューについての
お話。子どもたちの健康を重視した
もので、素材にもこだわりがあるこ
とを知り、感心しました。
PS.

大宮区ＰＴＡ連合会副会長連絡会参加ルポ
初体験の親子支援プログラムはいい
親子支援プログラムはいい勉強
初体験の
プログラムはいい勉強になりました
勉強になりました

六月十九日（火）、午前十時から
大宮南中学校を会場として行われ
た平成二十四年度大宮区Ｐ連副会
長連絡会に参加しました。台風四号
が接近し、どんよりとたれ込んだ雲
から時折小雨が降る生憎の天気で
したが、校庭に茂る木々の緑が美し
く、新都心のビル街に隣接していると
は思えない、とても良い環境でした。
そんな景色を横目に見ながら、さ
いたま市教育委員会指導二課のお
二人の先生方による指導で「親子支
援プログラム」を体験しました。
初めて会った人同士でも自然とコ
ミュニケーションが取れるよう、小・
中学校では新学期の四～五月頃に行
ったりするそうです。プログラムは、
「誕生日チェーン」
「探偵ごっこ」
「聖
徳太子ゲーム」といった雰囲気作りエ
クササイズや「無人島ＳＯＳ」といっ
た自己開示・信頼関係エクササイズ、
そして会話の演習――といった内
容。家庭でのコミュニケーション不足
を親子の会話で身に付けるため、子ど
もの発する気持ちをどう受け止める
か、どうコミュニケーションを取るか
を学ぶものだそうです。

みんなアッという間に打ち解けました

情報交換では話がはずみました

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
役員会情報～こんなことを話し合いました

ＰＴＡトピックス

新旧：5
新旧：5 月 18 日(金)18:30～
)18:30～21:15、於
21:15、於:
、於:桜木公民館
○4 月 7 日(土)に開催された市Ｐ協平成 23 年度広報紙コン
クールで、区内の学校では三橋中学校ＰＴＡ広報紙「み
はし」が入選(２年連続)したと報告されました。
○今年度から大宮区Ｐ連として実施するアルミ缶資源回
収事業により生まれた収益、またはその一部を、東日
本大震災被災地へ送り、子どもたちの支援に活用して
もらおうという取組みの内容を確認しました。活動を
実施済みの大宮南小に加え、大宮小、大宮東小、桜木
小、芝川小、桜木中、三橋中が参加予定。他の学校は
未定という回答でした。
○大宮区明るい選挙推進協議会事務局から、同会推進員
を推薦依頼がありました。同会の設置目的は理解でき
るものの、
「今の時期、ＰＴＡ役員に新たな活動をお願
いすることは難しい」という意見が多数を占めたため、
基本的には各校のＰＴＡ会長が推進員を受けることに
なりました。
○5 月 24 日の定期総会の資料を確認しました。

地域の皆さんに感謝を込めて～桜木小ＰＴＡ

第 1 回：6
回：6 月 7 日(木)18:30～
)18:30～21:00、於
21:00、於:
、於:区役所多目的室
○平成２４年度の区連役員の役割分担（会長・校長会、
講演会、広報紙等）を決定しました。
○副会長連絡会内容を協議しました。当日は、山田区Ｐ連会
長のほか、横山大宮小会長、大塚大宮南小会長、吉田三橋
小会長、河原大宮南中会長、風間大宮北中会長の６名が、
役員を代表して出席することになりました。
○第１回会長校長会（7 月 5 日）の内容を協議し、講演会講
師として、
さいたま赤十字病院 加藤泰一院長を迎えること
に決定しました。
○１２月に実施する１０周年記念講演会について協議し
ました。７月の役員会までに講師候補を考えてくるこ
とになりました。

大宮区ＰＴＡ連合会のホームページをご覧ください
大宮区ＰＴＡだより（カラー版）をアップしています。
さいたま市 PTA 協議会大宮区連合会 で 検索

今年度、学校創立 110
周年を迎える桜木小学校
では、記念行事の一つとし
て、子どもたちが月に一
度、学校周辺のゴミ拾いを
行っています。これは、日
頃、地元自治会や育成会の
方々に登下校時の見守り
軍手をして清掃活動をする子どもたち パトロールや、クリーン活
動、子ども参加行事の企画
等を行っていただいていることに、子どもたちが感謝の
気持ちを込めて実施するものです。ＰＴＡでは子ども用
の軍手を９０双提供、役員たちも一緒に活動に参加して
います。７月４日(水)に行われた３回目の活動では、学
校が現在の場所に移転する前に建っていた鐘塚公園を
清掃しました。ソニックシティ前には校碑があり、桜木
小の往時を偲ぶことができます。
学校・地域・家庭が連携～
学校・地域・家庭が連携～三橋中ＰＴＡ
三橋中ＰＴＡ
三橋中学校ＰＴＡでは、
学校との共催で、毎年地区
懇談会を開催しています。
生徒の通学区域内の自治
会長や公共施設代表者、民
生児童委員の皆さん方を
交え、ＰＴＡ役員や保護
者、中学の先生方も数多く
子どもたちと接し
活発な話し合いが行われた各地区会 出席して、
ていて思うこと、見ていて
感じることなど、忌憚のない意見交換を行うものです。
７月７日(土)、三橋公民館で行われた今年度の懇談会に
は 110 名が出席。全体会の後、地区ごとに分かれてフリー
トークを開始。先生方から学校での子どもたちの落ち着い
た様子が報告されると、見守り活動を行う自治会長が「登
校時の挨拶がよくできている。１年生も中学入学後たった
３か月で大きくなった」と発言。保護者からは「地域の方
に見守っていただき心強い」と感謝の言葉が続きました。

大宮区ＰＴＡ連合会広報紙 第 11 号

