横浜市ＰＴＡ
連絡協議会

平成

年度総会開催

６月 日（金）午後１時より関内ホールにおいて市内の小学校・中学校・高等学
校・特別支援学校の各代表および関係者７４５名の出席のもと、平成 年度横浜市

委員に感謝状が、それぞれ

平成 年度理事および常置
よび事業計画（案）

笑顔のために・・・

横浜市ＰＴＡ連絡協議会
会長 栗原 秀泰

いじめ問題、ＰＴＡ任意

性についてなどさまざまな

問題・課題が山積し、市Ｐ

連としても役員会、理事会

等で議論を交わして参りま

した。理事会では各区部代

表理事の方々の数多くの貴

重な意見をいただき今年度

情報交換会が横浜で開催さ

また、今年度は指定都市

への指針となりました。

横浜市立学校ＰＴＡおよ

れ、さらに平成 年度開催

都筑区 東山田中学校

び関係者の皆様におかれま

関東ブロック横浜大会の準

二つ橋高等特別支援学校ＰＴＡ

ＰＴＡ連絡協議会大会式および総会が開催されました。
大 会 式
贈呈されました。

ス
•ローガン・活動方針お

開式のことば、国歌、横

しては、日ごろより横浜市

備委員会も発足し、多忙な

特別支援

浜市歌の斉唱に続き、栗原

ＰＴＡ連絡協議会の活動に

阿久和小学校ＰＴＡ

総 会

多大なるご理解とご協力を

瀬谷区

秀泰市Ｐ連会長より「皆さ

予
•算（案）
補
•償制度維持費予算（案
）
換会横浜大会予算（案）

指
•定 都 市 Ｐ Ｔ Ａ 情 報 交

一年になることが予想され

岡津中学校ＰＴＡ

開会のことば、資格確認

ます。今後さらに皆様の力

泉区

に続き、
議長団が選出され、

いただき心より感謝申しあ

平戸中学校ＰＴＡ

まとともに、魅力あるＰＴ

げます。

戸塚区

Ａづくりを」と挨拶があり

ク研究大会横浜大会収

日
•本 Ｐ Ｔ Ａ 関 東 ブ ロ ッ

下郷小学校ＰＴＡ

議案は審議を経た後、すべ

をお借りし、関係団体と連

戸塚区

て承認されました。

携を深めていかなければ成

茅ケ崎中学校ＰＴＡ

ま し た。 来 賓 か ら は 岡 田

昨 年 度 総 会 に て、
「一年

り立つものではありませ

都筑区

優子横浜市教育委員会教育

後に楽しかったと言えるよ

茅ケ崎台小学校ＰＴＡ

佐野 正明
磯子区
杉田小学校

平成２５年度 市Ｐ連役員・会計監査

会計監査

小倉 浩
高等学校部会
みなと総合
高等学校教諭

日本ＰＴＡ全国協議会「楽しい子育て全国キャ
ンペーン」への推薦もあります。詳しくは学校
にお送りした案内、または市Ｐ連ホームページ
をご覧ください。

対象 一般の部 （保護者・家族・教職員）
児童生徒の部

日ごろの発見やさまざまな思いを
短い詩にしてみませんか。

作品募集のお知らせ

第５回 市Ｐ連三行詩コンクール

日本ＰＴＡの基金設立決定を受け

支内訳（案）

うな、そして言ってもらえ

都筑区

《議題》

その後、新役員および会

ん。皆で手を携え、子ども

上郷小学校ＰＴＡ

長、斎藤有厚横浜市立小学

計監査の紹介、退任役員の

たちの健全育成とそこに関

栄区

●平成 年度

るような活動をしていきた

わるすべての皆様の笑顔の

青葉台小学校ＰＴＡ

校長会副会長より祝辞をい

い」とお伝えしましたが、

青葉区

ただき、林文子横浜市長か

挨拶に続き、ＰＴＡの歌の

皆様にとって平成 年度は

すすき野中学校
父母と教職員の会

らの祝電が披露されました。

斉唱、閉会のことばをもっ

青葉区
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渡辺 祐子
港南区
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ご協力ありがとうございました。

て総会は午後３時 分に閉

あざみ野第一小学校
父母と教職員の会

続いて、優良ＰＴＡに感

青葉区

謝状および表彰状、広報紙

鴨居中学校ＰＴＡ

書記
亀澤 好子
栄区
小菅ケ谷小学校

動する大切さを実感いたしました。

ために活動を進めて参りま
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指
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新治小学校ＰＴＡ
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野澤 眞二
緑区
鴨居中学校

前で有志による募金を行い、 継続活

す。昨年同様、会員の皆様

緑区

会計
星川 薫
神奈川区
二谷小学校

加え、 毎月の理事会後、 ＪＲ関内駅

いかがだったでしょうか。

綱島小学校ＰＴＡ

会計
生田 麻実
青葉区
市ケ尾中学校

区部Ｐ連、 地域協力者による活動に

私自身、とても充実した実

港北区

副会長
相原 和行
瀬谷区
原小学校

超える募金が集まりました。 単Ｐ、

会となりました。

城郷小学校Ｐ・Ｔ・Ａ

副会長
鈴木 秀髙
南区
蒔田中学校

Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 と し て1200万 円 を

平成 年度スローガン

港北区

会横浜大会収支報告

六浦中学校ＰＴＡ

コンクール受賞ＰＴＡに表

金沢区

会計監査

朝比奈小学校ＰＴＡ

副会長
森川 智之
港北区
大綱中学校

いったん終了いたしました。 横浜市

のご理解ご協力をお願いい

金沢区

副会長
大塚 俊明
小学校長会
山元小学校長

て、 同 キ ャ ン ペ ー ン は5月31日 付 で

のある一年だったと思って

梅林小学校ＰＴＡ

「おとなも育とう、

磯子区

たします。

鶴ケ峯中学校ＰＴＡ

います。

旭区

こどもと共に」

会のテーマ
「携え」

善部小学校ＰＴＡ

会
•計監査報告

第三部では、長島由佳前

旭区

彰状、写生大会でご指導い

市Ｐ連会長より、長年ＰＴ

白根小学校ＰＴＡ

●平成 年度

会学校支援・地域連

Ａ活動に携わってきた経験

旭区

ただいた横浜市立小学校図

携課指導主事より

談として、ご家族との心温

橘中学校ＰＴＡ



り、市立学校ＰＴＡ組織の

に基づき、どの部に

「子どもとＰＴＡ」

まるエピソードを交えなが

保土ケ谷区

役
•員・会計監査承認

状 況、 会 費 の 額・ 徴 収 方

おいても人と人との

をテーマにした講演

ら「ぜひ自信をもって楽し

上菅田中学校ＰＴＡ

画工作教育研究会に感謝状、

内ホールにおいて、

法、広報紙の年間発行回数

のメッセージもあり

平成 年度横浜市Ｐ

など、ＰＴＡ活動の実態の

第二部では市Ｐ連役員よ

ＴＡ新任役員研修会

繫がりの大切さを感

月 日（月）関

が行われ、約７４０

紹介と、役員の心構えや活

じる有益なお話を聞

が行われ、子どもた

く活動してほしい。生き生

ました。

名が参加しました。

くことができました。

ちが人間力・社会性

きしている姿を見せていれ

保土ケ谷区

４０

動のポイントについてのお

をつちかっていくた

東小学校ＰＴＡ

副会長
西 嘉之
中学校長会
釜利谷中学校長

東日本大震災遺児・孤児への
就学支援基金設立募金

25
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めのＰＴＡの役割や
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英樹横浜市教育委員

あり方についてのお
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２・３面 特集記事
その時、あなたは…？
－いざという時あわてないために 今できること－
コラム（1）『行ってみよう！動物旅行へ』
横浜動物園ズーラシア
コラム
（2）ここに母校あり
「横浜市立南高等学校」

Ｐ

（３） 平成25年７月１日（月）

古 く か ら「 南 高（ な ん こ う ）
」と呼ば

周 年 を 迎 え ま す。
「自

れ、地域に親しまれてきた横浜市立南高

等 学 校 は、 今 年

主自立の精神を培い、調和のとれた人間

の育成」を目標に掲げ、広い敷地と充実

した施設の中で、生徒たちはのびのびと

昨年４月に附属中学校が併設され横浜

した学校生活を送っています。

市立初の中高一貫教育校となり注目され

ています。中高一貫校になったことによ

り、南高祭体育祭の部・舞台の部・展示

の部・合唱コンクールなどをともに行な

う 中 で、 中 学 生 の 憧 れ と な る べ く リ ー

ダーシップを発揮する場が増え、さらに

月の合同保護者会で

中 学 生 か ら も 刺 激 を 受 け、 互 い に 高 め

合っています。

懇親バス旅行、

は、
いろいろなテーマをもとに、
小グルー

プによる中高間の意見交換が先生方の参

加もあり、活発に行なわれています。Ｐ

ＴＡ会長は、
「これを行なうことにより、

一般の保護者も学校のことを知ってもら

60

ある土曜日の午後、幸ケ谷小学校には20人
もたちを暴力から守るために――。

える場にもしていきたい」と、思いを寄

せてくださいました。

歴史ある南高の伝統を受け継ぎ、学力

だけではなく、社会へ出てからのコミュ

ニケーション能力を身につけた、次世代

の リ ー ダ ー に 育 っ て ほ し い。 そ の 思 い

は、脈々と生徒たちに流れていくことと

思います。

日々、進化し続ける「南高」に今後も

ますます期待が高まります。

いじめ、虐待、誘拐、性暴力…現代は情報

よこはま動物園 ズーラシア

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

親子で理解を深めるために、２年前より

CAP は、子どもたちに自分自身の持つ権利を伝え、その
権利を奪おうとするいじめ・誘拐・性暴力などあらゆる暴力

います。その中で親は何ができるのでしょう

この CAP を受けることで、保護者の感想

に対して心とからだと知恵をもって “自分を守るために何が

か？

は「子どもが困っている時の行動や言葉が分

できるか” をともに考える具体的で実践的なプログラムです。

かり、どんな言葉をかけてよいのか子どもへ

子ども向けの CAP を実施している学校は

大人ワークショップは、保護者・地域の方、教職員、専門

多いですが、親や教師が子どもと同じことを

職に向けてのワークショップです。子どもの権利を守るため、

学び協力することはとても大切です。父親た

子どもを孤立させないため、子どもを援助するために「何が

ちは５年生向け CAP のプログラムを模擬体

できるか」などを伝えています。子どもワークショップ体験

験し、子どもの立場で考え、虐待は自分の周

も行ないます。

（ CAP かながわ資料より抜粋）

りでも起こりうることを学びました。この体

PTA 保護者のための CAP を始めました。

の接し方が分かりました。日々の、子どもへ
の言葉のかけ方に気を付けてみたいです」
「子
どもと自分の周りのことしか知らないのが現
状です。子どもの世界で、このようなメール
やいじめがあるなんてショックでした。しか
し、これは現実なんですね。今回の CAP を

験を通じて、父親からは「家族と話し合おう

受けることで、親子で話し合うきっかけがで

と思います」
「万一の時に子どもを受け止め

きました」「授業の一環で CAP があると聞い

る覚悟が自分にあるかと考えました」などの

～いざという時あわてないために 今できること～

ていましたが、 CAP について話してくれま

感想が寄せられ、子どもへの暴力防止の手が

せんでした。きっと、内容が濃いため、私に

かりをつかんだ様子がうかがえました。

話しきれなかったのかな～と。今日は、私が

このように、母親だけでなく父親が同じ認
識に立つことで、少しずつでも子どもに関わ

CAP の講義を聞けたので、娘と話してみた

る大人が増え、暴力を許さない社会へと向か

いと思います」と、親が現状を理解して、親

うきっかけとなります。こんな地道な取り組

子で話し合い学ばなくてはならないことが分

前号の問いかけで、ご家庭での話題提供に役立てたことと思います。
今回は、具体的な防犯・防災・食育に関する活動に取り組んでいる５校を紹介いたしま
す。小さな出来事や突然の自然災害など、身の回りにある危険はさまざまです。今私たち
に何ができるかを考え、夏休みに入る前にもう一度家族で話し合ってみませんか？

かった保護者が多かったです。

５年生に戻ったつもりで暴力の擬似体験

「知る」が第一歩。子どもとケータイ社会。

“いざという時”自分の身は自分で守る

横浜市立神奈川中学校（神奈川区）

米作りで学ぶ！つながる！食を大切にする心

横浜市立入船小学校（鶴見区）

横浜市立梅林小学校（磯子区）

な状態をみなさんに見ていただけるよう

マで、携帯電話通信会社勤務の保護者による

しない、トラブルに遭った際はすぐに相談す

んだ入船小学校を紹介します。

講演会が催されました。

るなどです。メールによるコミュニケーショ

きっかけは、危機管理アドバイザーの国崎

生による田植え（バケツ稲）体験を行なって

最後に伊原さんは「スタッフにどんど
ん質問してください！来園するすべての

たちが増えますます充実のズーラシア。

人に楽しんでもらいたいです！」と笑顔

今回インドゾウの飼育経験があり、現在

で話してくださいました。この夏、家族

は企画担当の伊原さんにお話をうかがい

や友達とたくさんの動物たちに会いに行

ました。

きませんか？

ンの齟齬についても理解を深めることが大切

信江さんの講演会でした。参加した PTA 役

います。稲を育てるため、総合的な学習で調

になります。未然に防ぐために、時には子ど

員たちが防災頭巾では子どもたちを落下物か

べたり、地域のお米屋さんであるお米マイス

もたちをネットトラブルや犯罪からいかに守

もの携帯をチェックすることも有効と教わり

ら守れないことを知り、すぐにヘルメット購

ターを招いてアドバイスをいただいたりし、

るかを考え、行動しなければならないかを、

ました。

入へと働きかけ、その熱意を受けて先生方が

具体的な例をあげながら語ってくれました。

物園で、多くの子どもたちに笑顔になっ
関心を持つこと、それが“愛情”と話す講師

Ｑ. 飼育員の方の１日の仕事は？
―朝は８時過ぎに出勤し、担当動物たち
インドゾウのシャワータイム
ゴシゴシこすってもらって気持ちよさそう
⃝お知らせ⃝
横浜山手西洋館で『絵本フェスティバ
ル』開催（7/25～7/28）

公益財団法人 横浜市緑の協会

新聞感想文コンクール

神奈川県内に在住、
または在学する
小学校4・5・6年生と中学生から作品募集中！
①新聞記事を読んでの感想
②もしも自分が新聞記者だったら
第5回かながわ
「新聞感想文コンクール」事務局

☎０４５−２２７−０７０７
（平日10：00〜18：00） カナロコ 検索

梅林小では社会科学習の発展として、５年

教育の場や受験・就職においても通信機器

―私自身楽しい思い出がたくさんある動
てほしいと思ったからです。

そ ご

毎年５月、梅林小学校の花壇ではおやじの
会による田起こしが始まります。

の導入が急速に進む中で、私たち大人が子ど

Ｑ. 動物園に勤めるきっかけは？

◎詳しくは：神奈川新聞社

の頭文字をとったもので、アメリカで開発されました。

の方々をお招きして実施しています。

―まず動物たちの健康ですね。常に元気

エリアが新たにオープンし、新しい仲間

課題

CAP とはChild Assault Prevention（子どもへの暴力防止）

東日本大震災後、防災への意識は高まって

るかということも大切です。

か 第5回
な
がわ

たちの CAP を「エンパワメントかながわ」

いますが、いち早くヘルメット導入に取り組

あるのを知っていますか？

ため、餌やりや掃除も大変な仕事です。

坂本小学校では、４年生になると、子ども

その上で、家庭でのルール作りが重要とな

です。そして動物たちの魅力をどう伝え

キロもの草を食べ、糞も60キロ近くする

横浜市立坂本小学校（保土ケ谷区）

ります。フィルターの利用、個人情報は公開

気をつかっています。繁殖も重要な仕事

ます。例えばインドゾウ１頭で１日に80

親子で考える、自分を守る術

神奈川中学校 PTA では『知らなかった！

横浜市には「野毛山動物園」・「ズーラ

動物によってはトレーニングなどがあり

第１５２号（２）

正しく知ろう！スマホ・ケータイ』というテー

Ｑ. 動物園で大事なことは？

シア」
・「金沢動物園」の３つの動物園が

展示エリアに出し、その後餌やり、掃除、

ま

的に追い詰められる深刻な事例が顕在化して

〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰

『行ってみよう！動物旅行へ』

の体調チェック後、開園の９時半までに

は

量が多い分、身体的な暴力だけでなく、精神

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

今年４月19日に『アフリカのサバンナ』

こ

CAP ってなに？

ほどの “おやじ” たちが集まりました。子ど

みが必要なのだと感じました。

２月に生まれたアビシニアコロブス
の赤ちゃん「このしっぽ素敵でしょ」

よ

横浜市立幸ケ谷小学校（神奈川区）

横浜市立南高等学校

大学のキャンパスを思わせる風景

Ａ

おやじのCAP ―模擬体験で学ぶ暴力防止

ここに母校あり 〜未来へはばたけ〜

12

Ｔ

最後に、規制が緩いままに市場に普及して

率先して行動してくださいました。

６年生に進級すると５年生での体験をもと

田んぼの水調整や稲の鳥対策などにいたり秋

そのためには２つの条件をクリアする必要

危機感を感じ、より一層注意深く見守ってい

がありました。１つ目は、ヘルメットの安全

さらに大切なことは、頻繁に防災訓練を行

10月に稲刈りをし、乾燥「はざかけ」させ

田で実体験をします。食の学びは５・６年生

くことが親の役目です、と結ばれました。

に、６月に新潟県十日町市松之山の本場の水

の収穫を迎えます。

性と保管場所の確保です。検討の結果、強く

ない、どんな状況下でも自分の安全を守るた

収穫します。脱穀「もみすり」も各クラスい

でつながっており、おやじの会や地域のお米

親が正しい知識を身につけ、子どもへの関

て軽く耐用年数５年以上の大人用ヘルメット

めに最善の行動をとれるよう、子どもたちに

ろいろな方法で試み、精米します。

マイスター、松之山の農家の方々がその学び

心を持ち続けることの大切さを実感した講演

を選びました。内径が調節できるため１年生

判断できる力を身につけさせること。こう話

こうしてできたお米は家庭科室で炊いて試

を支えてくださっています。
稲を育て、
米作り

会となりました。

～６年生まで使え、あごのヒモを締めるだけ

してくださった校長先生の言葉が、ひときわ

食したり、学校で実った梅で作った梅干しを

を通して作物を作る大変さや食の大切さを学

と扱いも簡単。保管場所は子どもがすぐ身に

強く印象に残りました。

入れ、おにぎりを作るなどクラスによってさ

び、
食への感謝の気持ちにつながっています。

つけられるイスの下にしました。取りつける

とっての携帯電話は親が考える利用法とは大

ための工夫は校長先生考案の自転車カゴネッ

きく違います。

トで、これが具合よくヘルメットを納めてく

そこで次に、知識が求められます。個人情

まざまな形で収穫の喜びを味わいます。
５年生全員にジュニア
お米マイスター認定証
が渡されるよ！

れています。

報の流出やネット詐欺、ネット上でのいじめ
う対策を講じる必要があります。

生は入学時に購入してもらうことにしました。

校庭の花壇で田植え

自分たちで米作りを体験します。
その内容は、

いるスマホが子どもに与えられている現実に

まずは意識を変えることです。子どもに

などの犯罪の実態を知り、巻き込まれないよ

机の下にもぐればすぐ目の前にヘルメットが

２つ目は費用です。こちらは PTA 会費から
子どもの安全を熱く語る PTA 会長

在校生分を負担することをすぐに決め、卒業
後は順次特別教室へ移設することとし、新入

比較検討してこのヘルメットに決めました

梅林小学校のマスコットキャラクター
「うめざえもん」

バッジももらえるよ

平成

る多くの人々に光をあてること

は と て も 大 切 な こ と で す。「 時

計台」のタイトルデザインは惹

事・山田

恵

広・近藤

事・岡田れい子

広・松尾

旭区

特別支援

友美

事・鈴木

昌子

広・村田

裕子

事・鈴木ひかり

広・氏家

陽子

事・上田

事・山田

広・御苑

事・木内美奈子

東高等学校

学生食堂の紹介欄は、内容と

「ひがし ＰＴＡ便り」

おいしさが一目で分かる楽しい

紙面です。体育祭、東高祭は迫

浜中学校「Ｈａｍａ」

領家中学校「領家」

横浜サイエンスフロンティア
高等学校「ＹＳＦＨ ︱ＰＴＡ

だより」

【お詫びと訂正】

面 に 掲 載 の「 西 区 マ ス コ ッ ト

「ＰＴＡよこはま」１５１号２

キ ャ ラ ク タ ー ス ウ ィ ン ギ ー」

は、正しくは「中区マスコット

キャラクタースウィンギー」で

スウィンギー

ヒロシマ篇「…原爆

いたします。

禎子」でした。お詫びして訂正

木貞子」は、正しくは「佐々木

の子の像のモデルとなった佐々

テージ５

また、４面に掲載の地球のス

した。

中区

マスコットキャラクター

博恵

広・栗原

立代

広・原子八千代

由枝

勇

事・源

磯子区

道子

泉

横浜市ＰＴＡ連絡協議会主催、第 回山下公園ファ

年度 広報紙コンクール
受賞校と作品講評

きつける力があります。

力満点です。これ以上写真は入

広・千葉美奈子

敦子

ミリー写生大会が開催されました。当日は晴天に恵ま

れ ら れ な い 限 界 に 挑 戦、 超 ビ

純子

れ、約２万人もの方に参加していただきました。

上菅田中学校「くさぶえ」

真を使い、読んで、見て楽しい

編集方針としてより多くの写

「こうよう」

日野中央高等特別支援学校

ジュアル化に圧倒されます。

保護者へのアンケートを参考

にしながら、企画をたてること

など、双方向の編集姿勢はすば

らしく、
「上中なう」「ＶＯＩＣ

事・片山

会場には色とりどりの花

順子

が咲き、周辺にはマリンタ

聡子

事・飯田

ワーや氷川丸など絵の題材

Ｅ」は読ませます。レイアウト

も生きています。

広報紙にしようという意図が徹

事・井上

となる風景がたくさんあり

平成 年度横浜市ＰＴＡ広報紙コンクールに応募された
校の中から次の賞が選ばれました。会長賞のうち、小中 団
体の作品は、日本ＰＴＡ全国協議会「第 回全国小中学校Ｐ
ＴＡ広報紙コンクール」に横浜市ＰＴＡ連絡協議会代表とし
て推薦いたします。
なお、会長賞講評は神奈川新聞社、広報委員長賞講評は広
報委員長によります。

は鋭く深く切り込んでいます。

底しています。生徒の表情も生

雪絵

良子

ます。ベストアングルを探

神奈川新聞社賞／会長賞１校

日吉台中学校「会報 日吉台」

き生きとかつ「一生懸命」が伝

薫

したり、海の色を家族で試

全体のレイアウトが詰め込み

わってきます。

また、企画力の高さが随所に現
れています。

すぎず、バランスのとれた読み

事・亀田

行錯誤して作り出したり、

すみ れ が 丘 小 学 校 す み れ
ニュース「このゆびとーまれ」

やすい工夫がされています。安

広報委員長賞／奨励賞１校

広・篠原

家族から絵の描き方を教わ

東市ケ尾小学校「Ｓｍｉｌｅ」

定感とゆとりを随所に感じま

藤の木小学校「藤の木」

手作りの味が随所に出ていま
す。特集「感謝」「外遊び」「取

２名で毎月発行を目指してい

す。部活動紹介も簡潔にまとめ

由美

る姿など、とてもほほえま

材レポート」などよく踏み込ん

るとのこと。意欲がよく伝わっ

事・野澤

しい光景が見られました。

で取材・書き込みをしています。

られています。

和子

広・三好

できあがった作品は、横浜

てきます。各代表委員の紹介な

が大変印象的です。イラストや

子どもの生き生きとした表情

協力体制もしっかりしているの

どは出色です。地域とともに歩

事・中村

市立小学校図画工作教育研

でしょう。

コメントなどデザインの工夫が

広・佐藤亜紀子

究会会員の校長先生方にそ

高田中学校「ＴＡＫＡＴＡ」

盛り込まれて楽しい紙面になっ

むＰＴＡの基本姿勢がよく紙面

会員や地域の人々に学校の様

ています。先生紹介号のカレン

奈美

の場で講評していただき、

子を知らせたい、という熱意が

ダーもユニークです。

に反映されています。

あふれています。棒グラフなど

校

を多用しているのもいいです

会長賞

帷子小学校「かたびら」

豊岡小学校「とよおか」

なによりも表紙が魅力的で、

石川小学校「いしかわ」

平沼小学校「ひらぬま」
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全体のレイアウト、記事の配

事・川崎

「絵をほめてもらえて自信

置、見出し、写真の大きさなど

幸恵

広・石川ふさ枝

がついた。また来年も来た

事・大脇

いです」と子どもたちもう

ね。
卒業生、先生の直筆メッセー

校

求 心 力 が あ り ま す。「 今 日 も 元

ジは感動です。

奨励賞

バランスがとれて、読みやすい

気 に 行 っ て き ま す！」「 元 気 に

青葉区

れしそうに話してくれまし

紙面になっています。また、力

紀子

た。
〝真剣な眼差しと輝く

育て！」のタイトルと登校風景、

貴子

事・青木

広＝常置広報委員
事＝常置事業研修委員
（敬称略・順不同）

北綱島小学校
「北つなだより」

東山田中学校「光のかけら」

強さも伝わってきます。

稲の写真が相互に響きあってい

事・近藤

笑顔〟がいっぱいな一日と

好江

勝田小学校「さわやか勝田」

ます。

事・佐藤

「 知 り た い！ 見 た い！ 聞 き た
山田小学校

律子

中区

なりました。

陽子

瀬谷区

平戸小学校「なしの実」

事・横山

い！」は好企画ですね。校長、

事・市川

広・森脇

ＰＴＡ会報誌「やまた」

事・吉浜

記念すべき第 回となっ

広・渡邊久美子

岩井原中学校「ＰＴＡ会報」

千夏

副校長先生の仕事を紹介してい

広・佐保田陽子

東山田小学校「時計台」

清都

栄子

「やまた」の読者のみにター

泰子

た今年度は例年とは異な

事・三浦

境木中学校「境木」

和美

広・橋本由美子

ますが、意外と知られていない

宏信

事・小松

「縁の下の力持ち」「校医に聞

事・伊東

広・岩崎絵里子

ゲットを絞り、そのニーズに合

泉区

裕子

ことに着目することに拍手です。

文子

事・勝亦

く」はいいですね。学校を支え

事・佐藤

理恵

わせた紙面作り。特集の「音読」

事・菅野

り、５月 日から６月 日

真理

隆志

子どものころ参加したことがあり、
懐かしくて家族で来ました。
日焼け対策に帽子や日傘があるといいですね。

画用紙が意外に大きいので画板があると便利です。
公園でも遊べるので毎年参加しています。

去年よりうまく描けたのでまた参加したいです。

何を使って描いた？

事・佐野

広・牧野

の約１カ月間、氷川丸にて

久美

作品が展示されました。普

由加

事・森

栄区

会場で聞きました！
参加者にインタビュー

広・足立

事・横尾

戸塚区

段は入ることができない場

広・結城

奈美

所にも絵が飾られ、観光客

京子

緑区

画材は複数組み合わせて

事・長澤
西区

いる方も多く、また、思っ

35

佳世

亮子

淳子

など多くの人でにぎわう展

事・川辺

由美

事・岩井

友香
尚子

事・竹永

覧会となりました。

芳枝

広・大場

邦重

ていたより時間がかかった

広・山本

美香

姿子

また６月２日には、教育

貴子

事・岡

広・東郷

という声も聞かれました。

事・河野

美穂

事・稲村美千代

長もお迎えして、特別賞の

滋子

広・湯浅

広・内山

幸子

事・大橋
牧子
事・渥美

広・下村小百合

〜参加者の声〜

かかった時間は？

１０８

10

広・磯野

保土ヶ谷区

事・豊岡

広・瀧
広・畑中ひろみ

広・林

30

何時にきた？

事・畠山由紀子

広・飯塚

港南区

広・池田八千代
港北区
広・藤中

事・小橋香代子

広・加藤麻夕美

千代

真美
安代

広・田中

ベストスポットみーつけた
氷川丸は毎年人気！
氷川丸からみた山下公園

24
事・星

牧子

事・高野

心子

事・廣澤あゆ子
都筑区
事・一場久美子
南区

事・大村由美子
事・井上

広・吉崎

由紀

事・山中

直
友理子
事・大堀

神奈川区

恵美

事・木村

小夜

表彰式が同船内で行われま
した。

平成２５年度 常置広報委員・常置事業研修委員

30

11
事・石井

和美
恵
事・望月

28

24

事・金内千恵子
金沢区
鶴見区

広・野和田武夫

23

船内で行なわれた表彰式

山下公園ファミリー写生大会
第 30 回

第１５２号（４）

ま
は
こ
よ
Ａ
Ｔ
Ｐ
平成25年７月１日（月）

開催日 平成２５年４月２８日（日） 参加人数 約２万人

