たちだけでなく、大人の生

変しました。また、子ども

業。子どもたちの生活は一

染症の拡大による学校休

ま し た「 第

回よこはま

けて、４月に予定しており

ウイルス感染症の拡大を受

市Ｐ連では、新型コロナ

は、募集期間が学校休業期

コンクール」につきまして

方、
「２０１９年度広報紙

大変残念な判断でした。一

ずつこれまでの生活を取り

ることになりました。少し

活もその影響を大きく受け

ても大切なイベントであり

方が親子で参加される、と

止としました。毎年多くの

ファミリー写生大会」を中
応募をいただき、開催する

間と重なったものの多数の
ことができました。

戻せる期待を感じておりま

の皆さま、横浜市教育委員

の場をお借りして、教職員

行ってくださいました。こ

期間が短い中での対応を

じた動画配信など、準備の

レビやインターネットを通

学校休業中の課題配布、テ

徒の状況把握や健康観察、

や電話連絡を通じた児童生

また、学校では、家庭訪問

に、
心より敬意を表します。

ださった保護者の皆さま

どもたちの生活を守ってく

くありません。一変した子

過ごされたことは想像に難

なご不安とご心配を抱えて

この間、ご家庭で、大変

て良いものかどうか判断に

校に行って文書の印刷をし

すが、今回の状況では、学

本になっているかと存じま

行してお届けすることが基

多くのＰＴＡでは文書を発

要なことをお伝えする際、

どです。会員の皆さまへ重

ことに依存していることな

が会議体、つまり集合する

や、活動における意思決定

依存する割合が高いこと

や伝達の手段として文書に

ると、コミュニケーション

識しております。例を挙げ

つか浮き彫りになったと認

動を行う上での課題がいく

の事態を受け、ＰＴＡの活

話は変わりますが、今回

動のあり方を皆さまと共に

られた状況）に合わせた活

ガンのとおり、時代（与え

新しい時代へ～」のスロー

もと共に～つながる想い

「 お と な も 育 と う、こ ど

えております。

きめ細やかに対応したく考

相談に対して、できる限り

安、活動を進めるためのご

皆さまが感じているご不

ます。市Ｐ連では、会員の

る場面にあると感じており

がこれまで以上に求められ

Ａの垣根を超えた情報共有

あるいは、学校単位のＰＴ

動に携わる方同士の連携、

頼ることができません。活

り、これまでの経験だけに

明らかとなった課題

会の皆さまに御礼申し上げ

きな影響をもたらしまし

症の拡大は、ＰＴＡにも大

新型コロナウイルス感染

なく、前向きなものが多い

は悲観的なものばかりでは

ます。ただし、そのご相談

くのご相談が寄せられてい

実際、市Ｐ連事務局に、多

Ａの運営に携わる皆さまの

り、単位ＰＴＡや区部ＰＴ

市Ｐ連自体の運営はもとよ

の拡大をきっかけとして、

新型コロナウイルス感染症

した。市Ｐ連では、今般の

たりという問題が起こりま

２０２０年度

生徒が応募の対象となります。

テーマに沿った三行詩（短い詩）をご応募ください。

●各学校に作品募集のご案内をお送りしております。
西寺尾第二小学校ＰＴＡ
（神奈川区）













（特別支援学校部会）

（栄区）



小山台中学校ＰＴＡ

みたけ台中学校ＰＴＡ （青葉区）

（緑区）

（旭区）

（南区）

（瀬谷区）



万騎が原中学校ＰＴＡ

南が丘中学校ＰＴＡ

二つ橋小学校ＰＴＡ

●横浜市Ｐ連ホームページに掲載中

東鴨居中学校ＰＴＡ



（西区）

（旭区）

常盤台小学校ＰＴＡ
（保土ケ谷区）
星川小学校ＰＴＡ

富士見台小学校ＰＴＡ

羽沢小学校ＰＴＡ

各区部から推薦され、表彰されました。
おめでとうございます

優良ＰＴＡ表彰校

テーマ 「命の大切さ」「みらい」「家族のきずな」
締 切 ２０２０年９月１８日 （金）

中村特別支援学校ＰＴＡ

【議事】
２０１９年度
事業報告、会計決算・監査報
告、補償制度維持費決算・監
査報告
２０２０年度
理 事 候 補 者（ 案 ）、 役 員・ 会
計 監 査 候 補 者（ 案 ）、 ス ロ ー
ガン（案）
、活動方針（案）
、事
業計画（案）、予算（案）

横浜市ＰＴＡ連絡協議会
２０２０年度総会
（書面表決）
開催

新型コロナウィルスの感染
状況を鑑み、６月 日に予定
しておりました定期総会を理
事会の承認を受け、
「書面表決
形式」にて開催いたしました。
ご多用のところ、議決回答
へのご協力を賜り、心よりお
礼申し上げます。
議案はすべて原案どおりに
可決承認されました。

ナウイルス拡大防止の時節柄、安全確保

すが、引き続き感染予防・

これまでに経験したこと
ます。

た。活動に携わる方の多く

です。今後の見通しが不透

運営に資することを目指

横浜市ＰＴＡ連絡協議会では、今年度も「市Ｐ連三行詩コンクール」を実施いたします。小

（青葉区）

ながら、コロ

安全に注意して過ごす日が

のない数か月を過ごしまし

が楽しみにされていた３月

明な中、できる限りのＰＴ

し、今般の事態によって顕

鶴ケ峯小学校ＰＴＡ
二俣川小学校ＰＴＡ
桂小学校ＰＴＡ

ます。しかし

続きます。

た。新型コロナウイルス感

の卒業、４月の入学の時期

Ａ活動を模索されている皆

在化した課題への取り組み

考えていく所存です。引き

の活動を満足に行うことが

さまのご努力を感じていま

を進めてまいります。

迷ったり、通常は児童生徒

できず心残りを感じている

す。新型コロナウイルス感

今年度のＰＴＡ活動の多

ただけたらと願っております。

続き、お力添えのほどよろ

とのお話を多数伺いまし

染症の拡大は痛ましく、残

くは、新型コロナウイルス

ます。ぜひ多くの皆さまに楽しくご覧い

を通じて届ける文書をタイ

た。また、年度の切り替わ

念なことではありますが、

理解いただくための一助になればと思い

会計監査
中間 妙子（高等学校部会横浜総合高等学校）
長尾
一（特別支援学校部会盲特別支援学校長）

常の活動を維持する姿勢であることをご

学校、中学校、高等学校、特別支援学校のＰＴＡ会員（保護者・教職員）、家族、および児童、


（都筑区）

り作られてい

17

の皆さまによ

お待ちしています
都田西小学校ＰＴＡ

などの対策を取った上で、できる限り通

「市Ｐ連三行詩コンクール」

川和東小学校ＰＴＡ

ますが、市P連では、オンラインの活用

新型コロナウイルスとＰＴＡ活動

り時期にあたったことによ

その困難を通じて、ＰＴＡ

感染症の状況推移を踏まえ

なっております。限られた紙面ではあり

しくお願い申し上げます。

り引継ぎが十分に行えず、

ながら進めていくことにな

しました。紙面は通常の半分のサイズと

〈前列 左から〉
〈後列 左から〉
副会長：橋本 静江（特別支援学校部会
書 記：白石 洋子（神奈川区西寺尾小学校）
港南台ひの特別支援学校） 書 記：石塚 慶和（旭区さちが丘小学校）
会 長：秋好 直樹（泉区下和泉小学校）
書 記：竹原浩太郎（都筑区茅ケ崎東小学校）
副会長：青木
潤（緑区十日市場中学校）
会 計：野中慎一郎（泉区中和田中学校）
副会長：飯塚
昇（磯子区汐見台小学校）
会 計：中丸 道江（戸塚区南戸塚中学校）

すが、担当役員が中心となって作成いた

出口 晴基
（中学校長会
霧が丘学園
学校長）

を考慮し、今号は異例の措置ではありま

ムリーにお届けできなかっ

新年度の役員・委員の皆さ

に携わる皆さまの底力を強

れた広報委員

冢田三枝子
（小学校長会
仏向小学校長）

部から選出さ

新しい時代へ～

副会長

はま」は各区

役員・会計監査

～つながる想い

３７

まがご不安やご心配を抱え

横浜市西区花咲町6-145 横浜花咲ビル3階
Tel 045-341-0181
Fax 045-341-0430
h t t p : / /p t a - y o kohama.info/

たくさんのご応募

直樹
秋好
会長
横浜市ＰＴＡ連絡協議会
く実感しています。

2020年３月20日より下記に移転いたしました。

横浜市ＰＴＡ連絡協議会

おとなも育とう、こどもと共に

「PTAよ こ

２０２０年度

［編集後記］

命とくらしを
人に感謝
守ってくれる

２０２０年度
さらなる連携を
目指して
ていることと拝察します。

横浜市P連・事務局移転のお知らせ

第１６６号（２）
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