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平成３０年７月豪雨災害義援金について

　今年７月、中国地方を中心に発生した大雨豪雨災害につきまして、
県内各ＰＴＡに義援金の募集をお願いしていたところ、その後北海
道胆振東部地震災害も発生いたしました。
　連続して大きな災害が発生したため、大雨豪雨災害の義援金の一
部を、北海道胆振東部地震災害に届けてもらいたいと言う声があり、

本連合会では、郡市ＰＴＡ連合会のご了解をいただき、次のようにすることと
いたしました。
　なお、義援金は、７月豪雨災害については日本赤十字社を通じて、北海道胆
振東部地震災害については北海道ＰＴＡ連合会を通じて、それぞれの被災地に
届けさせていただきました。
　皆様の心温まるご支援に、心から感謝申し上げます。

　　　平成３０年７月豪雨災害に、１，８４６，７０９円を贈る。

　　　北海道胆振東部地震災害に、１，０００，０００円を贈る。

　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　２，８４６，７０９円

「書き損じはがき」
　集めています（お願い）

　今年度も「書き損じはがき」の拠出運動
を実施いたします。収集されたはがきは
換金されて県内各郡市ＰＴＡ連合会の活
動資金として還元されます。ご協力をお
願いいたします。
　収集するはがきは、書き損じはがき（年
賀はがき･普通のはがき）または古い未使
用のはがきです。はがきは学校にお届け
願います。
　　収集期間、平成30年12月
　　　　　　　～平成31年１月31日
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これからも　地域とともに

秋田市立飯島南小学校ＰＴＡ会長　近野　徹鹿角市立大湯小学校ＰＴＡ会長　柾木　良和

鹿角市立大湯小学校ＰＴＡ

　大湯小学校のＰＴＡ会長を務めさせていた
だいて、８年になります。
　この度、優良PTA文部科学大臣表彰という、

名誉ある表彰を頂きまし
た。
　会員の皆様や地域の皆
様に支えられての受賞だ
と思っております。
　ＰＴＡに携わって色々な
人とのつながりを持つこ
とができました。
　大湯小学校では、「ミシ
ンボランテイア」をはじめ、
「りんご体験授業」、パン

ジーの会の皆さんとの「花壇活動」「図書ボラ
ンテイア」大湯小学校ならではの「湯っ子体
験」、地域の人たちが見守る「昼ボラ」、鹿角交
通協会大湯地区会の皆さんの協力による、国
道での「自転車教室」等様々な場面に地域の
人や、保護者の方々のご協力がありました。
　これまで色々と協力していただきました。
　みんな快く引き受けていただき、ＰＴＡを代
表して、改めて、感謝申し上げます。
　子ども達の笑顔は、地域の人にとっての元
気につながります。
　子ども達がいつでも元気でいられるよう、
見守っていきたと思います。
　これから、学校の在り方や先生たちの働き
方が変わってきます。
　子どもたちにも、変化の大きい場面もある
と思いますが、すべては、愛する子供たちのた
めに、これからもよろしくお願いいたします。
　この表彰を契機に、学校・地域・ＰＴＡの連携
が一層強まることを願います。

　私たち飯島南小学校ＰＴＡは、本年度、優
良ＰＴＡ文部科学大臣表彰をいただくことが
できました。本校初の受賞であり、日本PTA
創立70周年の節目に栄えある賞を頂きまし
た事は、これまで尽力してこられた先輩方、
児童を優しく見守ってくださる地域の皆さま
のお力添え有ってのことと心から感謝申し上
げます。
　授賞式は、11月21日に東京都のホテル
ニューオータニで厳粛なる雰囲気の中で行
われました。日を増すごとに受賞の重みを実
感し、活動を次の世代にしっかりと繋げてい
かなければならないと強く感じているところ
です。
　ＰＴＡ活動の一大イベ
ントは、地域と連携して
開催される飯南夏祭り
です。創立5周年を機に
開催され、こども会が模
擬店を出店する他、地域
からも物産店を出店し
ています。また、飯南音
頭の他、児童によるライ
ブが行われ、毎年100
名以上の児童が、歌、踊り、マジックなどを披
露し祭りを盛り上げています。
　PTA専門部の活動としては、年間を通じた
あいさつ運動・通学路巡回を実施し、子ども
の安全･安心確保に努めるほか、親睦バレー
ボール大会や親子研修会を通じ、親睦を深め
ています。
　今後も学校を中心とした地域のコミュニ
ティが重要となってきます。今回の受賞を励
みとし、より一層地域との連携を密にしてＰＴ
Ａ活動を継続して参りたいと存じます。今後
とも本校PTAにご支援、ご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

優良PTA優良PTA

文部科学大臣表彰

第６６回日本PTA全国研究大会
第５0回日本PTA関東ブロック研究
大会の新潟大会へ参加して

秋田市立牛島小学校PTA会長　藤井　祥子

　新潟大会へは、H３０年８月２４日・２５日と東北ブ
ロック秋田大会を目前に参加してきました。
　秋田大会も着々と準備が進む中、新潟大会はど
んなものなんだろうなぁー…と期待に胸をふくら
ませての出発。秋田からは親しみ馴染んだ皆さん
とともにバスに乗り込み新潟へ。
　到着した新潟は残暑厳しく、それぞれの分科会
での研究課題発表も、暑さに負けず熱く開催され
ています。
　今回の新潟大会のスローガンは＜教育は未来
を拓く　新潟発　米百俵の精神！＞というもので
「百俵の米も食えばたちまちなくなるが、教育に
あてれば明日の一万、百万俵となる。」と故郷の未
来を教育に託した小林虎三郎の言葉、その想いを
スローガンにしての大会でした。
　内容はそれぞれに素晴らしく、涙する場面も多
くあったと聞きました。
　２日目のアオーレ長岡では会場の大きさに驚き、
秋田もこれ位の会場があると良いのになぁー…と
感心してきました。フィナーレは有名な長岡の花
火大会に合わせ盛大に終了しました。
　新潟の良さももちろん、PTA活動の重要さや
必要さ、地域への貢献や保護者の思いなど改め
て、一PTA会長として責任の重さと貴重な経験を
した２日間でした。
　新潟は秋田と同じく日本海側に面しているため、
食文化が似ているようで、美人さんも多かったよ
うに思います。
　大会出席者は男性が多く、もっと子育て現役マ
マさんの活動や対応、ＰＴＡへの思いなど反映さ
れていると嬉しいのになぁー…と思いつつ秋田へ
帰ってきました。
　中高年へ向かってきた私たちは、楽しいバスの
中も２日間の疲れで、会話少なくウトウトしながら
の車中でした。
　新潟大会を経験しＰＴＡ会員として、ＰＴＡを通し
て、一人の親として、自分ができる事、してあげられ
る事を楽しく活動していきたいと思いました。新潟
大会おめでとうございました。
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・大湯小学校ＰＴＡ(鹿角市）
・秋田市立飯島南小学校ＰＴＡ

・𠮷村　昌之（秋田県ＰＴＡ連合会　会長）
・野﨑　　一（秋田県ＰＴＡ連合会　前会長）

（団　　体）
・男鹿市立船川第一小学校ＰＴＡ
・仙北市立角館小学校ＰＴＡ
（個　　人）
・髙　杉　奈穂子 秋田県ＰＴＡ連合会副会長
・海　道　利　夫 秋田県ＰＴＡ連合会副会長
・笠　原　基　嗣 秋田県ＰＴＡ連合会副会長
・加賀屋　久　人 秋田県ＰＴＡ連合会幹事
（特別表彰）
・福　島　洋　子 かづのＰＴＡ連合会
・佐　藤　　　周 大館・北秋田ＰＴＡ連合会
・藤　田　達　光 潟上市・南秋田郡ＰＴＡ連合会
・夏　井　　　智 男鹿市ＰＴＡ連合会
・古　井　秀　行 秋田市ＰＴＡ連合会
・齋　藤　ひかる 秋田市ＰＴＡ連合会
・佐　藤　吉　則 由利本荘市ＰＴＡ連合会
・鈴　木　　　真 にかほ市ＰＴＡ連合会
・田　口　眞　山 大仙市ＰＴＡ連合会
・藤　原　　　翼 仙北市ＰＴＡ連合会
・澁　谷　正　樹 美郷町ＰＴＡ連合会
・栗　田　　　健 横手市ＰＴＡ連合会
・渡　辺　良　徳 湯沢雄勝ＰＴＡ連合会
・安　井　　　緑 秋田市ＰＴＡ連合会
・高　橋　智　弘 秋田県ＰＴＡ連合会

（団　　体）
・大館市立第一中学校ＰＴＡ
・男鹿市立払戸小学校ＰＴＡ
・秋田市立牛島小学校ＰＴＡ
・秋田市立飯島中学校ＰＴＡ
・秋田市立太平中学校ＰＴＡ
・由利本荘市立尾崎小学校ＰＴＡ
・にかほ市立院内小学校ＰＴＡ
・美郷町立六郷小学校ＰＴＡ
（個　　人）
・柾　木　良　和 かづのＰＴＡ連合会　元会長
・和　田　博　栄 大館･北秋田ＰＴＡ連合会　前会長
・梅　田　佳　洋 能代市山本郡ＰＴＡ連合会　前会長
・沢　井　　　仁 潟上市立羽城中学校ＰＴＡ　会長
・田　村　雅　史 大仙市ＰＴＡ連合会　前会長
・藤　原　　　翼 仙北市ＰＴＡ連合会　元副会長
・柿　崎　秀　吾 秋田県立横手清陵学院中学校ＰＴA　前会長
・高　橋　啓　伸 横手市立増田小学校ＰＴＡ　会長
・佐　藤　美佐子 湯沢雄勝ＰＴＡ連合会　母親委員長



（4）PTAあきた （5）PTAあきた

これからも　地域とともに

秋田市立飯島南小学校ＰＴＡ会長　近野　徹鹿角市立大湯小学校ＰＴＡ会長　柾木　良和

鹿角市立大湯小学校ＰＴＡ

　大湯小学校のＰＴＡ会長を務めさせていた
だいて、８年になります。
　この度、優良PTA文部科学大臣表彰という、

名誉ある表彰を頂きまし
た。
　会員の皆様や地域の皆
様に支えられての受賞だ
と思っております。
　ＰＴＡに携わって色々な
人とのつながりを持つこ
とができました。
　大湯小学校では、「ミシ
ンボランテイア」をはじめ、
「りんご体験授業」、パン

ジーの会の皆さんとの「花壇活動」「図書ボラ
ンテイア」大湯小学校ならではの「湯っ子体
験」、地域の人たちが見守る「昼ボラ」、鹿角交
通協会大湯地区会の皆さんの協力による、国
道での「自転車教室」等様々な場面に地域の
人や、保護者の方々のご協力がありました。
　これまで色々と協力していただきました。
　みんな快く引き受けていただき、ＰＴＡを代
表して、改めて、感謝申し上げます。
　子ども達の笑顔は、地域の人にとっての元
気につながります。
　子ども達がいつでも元気でいられるよう、
見守っていきたと思います。
　これから、学校の在り方や先生たちの働き
方が変わってきます。
　子どもたちにも、変化の大きい場面もある
と思いますが、すべては、愛する子供たちのた
めに、これからもよろしくお願いいたします。
　この表彰を契機に、学校・地域・ＰＴＡの連携
が一層強まることを願います。

　私たち飯島南小学校ＰＴＡは、本年度、優
良ＰＴＡ文部科学大臣表彰をいただくことが
できました。本校初の受賞であり、日本PTA
創立70周年の節目に栄えある賞を頂きまし
た事は、これまで尽力してこられた先輩方、
児童を優しく見守ってくださる地域の皆さま
のお力添え有ってのことと心から感謝申し上
げます。
　授賞式は、11月21日に東京都のホテル
ニューオータニで厳粛なる雰囲気の中で行
われました。日を増すごとに受賞の重みを実
感し、活動を次の世代にしっかりと繋げてい
かなければならないと強く感じているところ
です。
　ＰＴＡ活動の一大イベ
ントは、地域と連携して
開催される飯南夏祭り
です。創立5周年を機に
開催され、こども会が模
擬店を出店する他、地域
からも物産店を出店し
ています。また、飯南音
頭の他、児童によるライ
ブが行われ、毎年100
名以上の児童が、歌、踊り、マジックなどを披
露し祭りを盛り上げています。
　PTA専門部の活動としては、年間を通じた
あいさつ運動・通学路巡回を実施し、子ども
の安全･安心確保に努めるほか、親睦バレー
ボール大会や親子研修会を通じ、親睦を深め
ています。
　今後も学校を中心とした地域のコミュニ
ティが重要となってきます。今回の受賞を励
みとし、より一層地域との連携を密にしてＰＴ
Ａ活動を継続して参りたいと存じます。今後
とも本校PTAにご支援、ご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

優良PTA優良PTA

文部科学大臣表彰

第６６回日本PTA全国研究大会
第５0回日本PTA関東ブロック研究
大会の新潟大会へ参加して

秋田市立牛島小学校PTA会長　藤井　祥子

　新潟大会へは、H３０年８月２４日・２５日と東北ブ
ロック秋田大会を目前に参加してきました。
　秋田大会も着々と準備が進む中、新潟大会はど
んなものなんだろうなぁー…と期待に胸をふくら
ませての出発。秋田からは親しみ馴染んだ皆さん
とともにバスに乗り込み新潟へ。
　到着した新潟は残暑厳しく、それぞれの分科会
での研究課題発表も、暑さに負けず熱く開催され
ています。
　今回の新潟大会のスローガンは＜教育は未来
を拓く　新潟発　米百俵の精神！＞というもので
「百俵の米も食えばたちまちなくなるが、教育に
あてれば明日の一万、百万俵となる。」と故郷の未
来を教育に託した小林虎三郎の言葉、その想いを
スローガンにしての大会でした。
　内容はそれぞれに素晴らしく、涙する場面も多
くあったと聞きました。
　２日目のアオーレ長岡では会場の大きさに驚き、
秋田もこれ位の会場があると良いのになぁー…と
感心してきました。フィナーレは有名な長岡の花
火大会に合わせ盛大に終了しました。
　新潟の良さももちろん、PTA活動の重要さや
必要さ、地域への貢献や保護者の思いなど改め
て、一PTA会長として責任の重さと貴重な経験を
した２日間でした。
　新潟は秋田と同じく日本海側に面しているため、
食文化が似ているようで、美人さんも多かったよ
うに思います。
　大会出席者は男性が多く、もっと子育て現役マ
マさんの活動や対応、ＰＴＡへの思いなど反映さ
れていると嬉しいのになぁー…と思いつつ秋田へ
帰ってきました。
　中高年へ向かってきた私たちは、楽しいバスの
中も２日間の疲れで、会話少なくウトウトしながら
の車中でした。
　新潟大会を経験しＰＴＡ会員として、ＰＴＡを通し
て、一人の親として、自分ができる事、してあげられ
る事を楽しく活動していきたいと思いました。新潟
大会おめでとうございました。

全国大会レポート全国大会レポート
平成３０年度

い ち

平成30年度

平成30年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰

平成30年度ＰＴＡ活動振興功労者表彰

平成30年度公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会 会長表彰

平成30年度東北ブロックＰＴＡ協議会会長表彰

・大湯小学校ＰＴＡ(鹿角市）
・秋田市立飯島南小学校ＰＴＡ

・𠮷村　昌之（秋田県ＰＴＡ連合会　会長）
・野﨑　　一（秋田県ＰＴＡ連合会　前会長）

（団　　体）
・男鹿市立船川第一小学校ＰＴＡ
・仙北市立角館小学校ＰＴＡ
（個　　人）
・髙　杉　奈穂子 秋田県ＰＴＡ連合会副会長
・海　道　利　夫 秋田県ＰＴＡ連合会副会長
・笠　原　基　嗣 秋田県ＰＴＡ連合会副会長
・加賀屋　久　人 秋田県ＰＴＡ連合会幹事
（特別表彰）
・福　島　洋　子 かづのＰＴＡ連合会
・佐　藤　　　周 大館・北秋田ＰＴＡ連合会
・藤　田　達　光 潟上市・南秋田郡ＰＴＡ連合会
・夏　井　　　智 男鹿市ＰＴＡ連合会
・古　井　秀　行 秋田市ＰＴＡ連合会
・齋　藤　ひかる 秋田市ＰＴＡ連合会
・佐　藤　吉　則 由利本荘市ＰＴＡ連合会
・鈴　木　　　真 にかほ市ＰＴＡ連合会
・田　口　眞　山 大仙市ＰＴＡ連合会
・藤　原　　　翼 仙北市ＰＴＡ連合会
・澁　谷　正　樹 美郷町ＰＴＡ連合会
・栗　田　　　健 横手市ＰＴＡ連合会
・渡　辺　良　徳 湯沢雄勝ＰＴＡ連合会
・安　井　　　緑 秋田市ＰＴＡ連合会
・高　橋　智　弘 秋田県ＰＴＡ連合会

（団　　体）
・大館市立第一中学校ＰＴＡ
・男鹿市立払戸小学校ＰＴＡ
・秋田市立牛島小学校ＰＴＡ
・秋田市立飯島中学校ＰＴＡ
・秋田市立太平中学校ＰＴＡ
・由利本荘市立尾崎小学校ＰＴＡ
・にかほ市立院内小学校ＰＴＡ
・美郷町立六郷小学校ＰＴＡ
（個　　人）
・柾　木　良　和 かづのＰＴＡ連合会　元会長
・和　田　博　栄 大館･北秋田ＰＴＡ連合会　前会長
・梅　田　佳　洋 能代市山本郡ＰＴＡ連合会　前会長
・沢　井　　　仁 潟上市立羽城中学校ＰＴＡ　会長
・田　村　雅　史 大仙市ＰＴＡ連合会　前会長
・藤　原　　　翼 仙北市ＰＴＡ連合会　元副会長
・柿　崎　秀　吾 秋田県立横手清陵学院中学校ＰＴA　前会長
・高　橋　啓　伸 横手市立増田小学校ＰＴＡ　会長
・佐　藤　美佐子 湯沢雄勝ＰＴＡ連合会　母親委員長
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平成３０年７月豪雨災害義援金について

　今年７月、中国地方を中心に発生した大雨豪雨災害につきまして、
県内各ＰＴＡに義援金の募集をお願いしていたところ、その後北海
道胆振東部地震災害も発生いたしました。
　連続して大きな災害が発生したため、大雨豪雨災害の義援金の一
部を、北海道胆振東部地震災害に届けてもらいたいと言う声があり、

本連合会では、郡市ＰＴＡ連合会のご了解をいただき、次のようにすることと
いたしました。
　なお、義援金は、７月豪雨災害については日本赤十字社を通じて、北海道胆
振東部地震災害については北海道ＰＴＡ連合会を通じて、それぞれの被災地に
届けさせていただきました。
　皆様の心温まるご支援に、心から感謝申し上げます。

　　　平成３０年７月豪雨災害に、１，８４６，７０９円を贈る。

　　　北海道胆振東部地震災害に、１，０００，０００円を贈る。

　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　２，８４６，７０９円

「書き損じはがき」
　集めています（お願い）

　今年度も「書き損じはがき」の拠出運動
を実施いたします。収集されたはがきは
換金されて県内各郡市ＰＴＡ連合会の活
動資金として還元されます。ご協力をお
願いいたします。
　収集するはがきは、書き損じはがき（年
賀はがき･普通のはがき）または古い未使
用のはがきです。はがきは学校にお届け
願います。
　　収集期間、平成30年12月
　　　　　　　～平成31年１月31日
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