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復興支援元年
今こそＰＴＡのそこぢからを！

　日頃より、会員各位におかれましては、ＰＴＡ活動を通じて、児

童生徒の健全な育成と教育環境の充実にご尽力いただき、厚

く御礼申し上げます。　

　さて、東日本大震災から1年余り、秋田県ＰＴＡ連合会は、今

年度を、本格的な「支援事業元年」として、震災地への支援の輪

をさらに広げていきたいと思います。

　そのひとつとして、日本ＰＴＡ全国協議会が全国の仲間とと

もに推進している『心のきずな６１キャンペーン』への協力をさ

らに進めます。これは震災で被災され、遺児や孤児となった児

童生徒に、支援をしようというもので、これから5年間で9億

5000万円の募金が目標となっています。3月に集中的に行っ

た募金活動では、全国ですでにおよそ6000万円もの善意の

お金が集まっていますが秋田県ＰＴＡ連合会としても、この募金

活動への協力を柱に、日本ＰＴＡと同調し積極的に震災支援事

業を展開してまいりたいと思います。

　また、新規事業として、7月初旬『秋田県ＰＴＡフェスティバ

ル』を開催いたしました。

　この事業は、従来の『全県ＰＴＡ会長会議』をさらにステップ

アップし、日頃のＰＴＡや、地域活動を発表する場を作り、学校教

育や家庭教育のための情報交換をしようと企画しました。特に、

普段あまり発表する機会のない、地域や子どもたちの活動を

発表する場を提供することで、やりがいや活動の喜びを醸成

し、児童生徒の健全育成はもちろん、地域とのつながりや生涯

学習につながる活動となるよう期待し、継続的な事業としたい

と考えていますので、今後会員の皆様の積極的なご参加をお

願いいたします。

　結びに、愛してやまない子どもたちのために、会員が一つに

なってさらに活発なＰＴＡ活動をすることを、皆さんともにお誓

い申し上げ、ご挨拶といたします。

平成24年7月

秋田県PTA連合会　
　会長　加藤　寿一

新年度が始まり、新会員を迎えた各学校のＰＴＡの様子が伝えられております。
表紙のような運動会や学校行事も学校のホームページから拾うことができま
す。県ＰＴＡ連合会・安全互助会も定期総会を終えて、新体制で船出をしました。
初めてのＰＴＡフェスタは皆様のご協力により、盛会裡に終了することができま
した。この後も全国、東北、県大会と続きますので、会員皆様のご協力と参加を
期待しております。 （Ｎ）

間もなく夏休みです。路上やスポーツ中のケガ
そしてＰＴＡ行事中のケガなどお子様や会員の
事故については、すぐに学校へご連絡くださ
い。学校からの連絡に安全互助会はすばやく
対応いたします。

　（社）日本PTA全国協議会が大震災後の継続
する支援活動として開始した標記募金にご協力
いただき、誠にありがとうございました。
　本県での募金は次のとおりでした。引き続き、
ご協力いただきますようお願い申し上げます。

3月9日（金）秋田駅ぽぽろーど街頭募金及び
有志からの募金………………… 253,240円
5・6月全県小・中学校からの募金…2,723,655円
日Pへの送金額…………………2,976,895円

　７月８日（日）県児童会館、県生涯学習センターを
会場に県Ｐ連初の事業として標記フェスタが開催さ
れました。
　秋田市ＰＴＡ連合会の主管の下、多くのスタッフ
からの協力を得て、当日を迎えました。発表会では、
土崎南小学校のヤートセで幕が上がり、牛島小学校
の大正琴、やまばと太鼓、親父バンドと続き、秋田東
中学校・ＯＧ合唱団で午前の部が閉じられました。
　外では、旭南小学校が「絆プロジェクト」を立ち上
げ、被災地（東松島市）の浜市小学校と行った交流
活動の報告の後、現地でも上げた竿燈の演技を披
露していただきました。
　午後の部は、昨年の東北大会で大きな感動を与
えてくれた山王中学校吹奏楽部の演奏から始まり、最後はゴスペル大好きのザ・パ
ワープレイズのリードによる「ＯｈＨａｐｐｙＤａｙ」の大合唱で終演となりました。
　また、前庭では飯島南小学校と岩見三内中学校の皆さんによるスーパーボール
すくいや射的による夏祭り、有志によるフリーマケットなども賑わいをみせ、フェス
タを盛り上げていただきました。
　ＰＴＡ研修会は県生涯学習課の糸田・森川両先生のお力を借りて「親父たちのち
から」をテーマにグループによる意見交換を行いました。

児童生徒
の傷害事故

■態様
    遊戯中・・・・・・・・・・・・・・・・・・466
    スポ少活動中・・・・・・・・・・・・512
    自転車事故・・・・・・・・・・・・・・157
    日常生活・・・・・・・・・・・・・・・・239
    他スポーツ中・・・・・・・・・・・・・93

    ＰＴＡ活動中・・・・・・・・・・・・・・・・4
　 （うち交通事故・・・・・・・・・・・・38）
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PTA会員
の傷害事故

■ＰＴＡ行事
    バレーボール・・・・・・・・・・35
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■ケガの内容
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    骨　折・・・・・・・・・・・・・・・・11
    腱断裂・・・・・・・・・・・・・・・・12
    切　傷・・・・・・・・・・・・・・・・・3
    打　撲・・・・・・・・・・・・・・・・・5
     

49件1,471件 賠償事故

■児童・生徒／賠償内容・・52
    車の破損・・・・・・・・・・・・・・19
    ガラスの破損・・・・・・・・・・18
    眼鏡を壊す・・・・・・・・・・・・・9
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    その他の物損・・・・・・・・・・・4　
■ＰＴＡ行事・・・・・・・・・・・・・4
    野球大会中、ボールによる
    建物、車への損傷等

56件

美郷町立六郷小学校運動会

骨折／728件

49.5％

やけど／27件

1.8％
その他／3件

0.2％

打撲／79件

5.4％

目・歯等／45件

3.0％

捻挫／319件

21.7％

切傷／270件

18.4％

ケガの内容（児童・生徒）平成23年度 児童・生徒・PTA会員の事故実態
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