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いじめに対する緊急アピール

『私たちは、全力で子どもたちと向き合います』
～保護者として、地域の大人として、子どもたちの健全育成の視点に立って～

「いじめ」の報道に接し、子どもを持つ親として心を痛めています。
愛する子どもたちが安心して過ごせる学校・地域であるために私たちは何をすべきか、ＰＴＡ活動を通
して皆で考えていきましょう。
「いじめ」とは、相手の心や身体を攻撃し、苦しみを与え、傷つけること自体が目的となっていることを
私たちは理解した上で取り組まなくてはなりません。
私たちの子どもを「いじめをしない子ども、他者を思いやる子ども、傍観者にならない子ども」に育
てるために、鳥取県ＰＴＡ協議会は、子どもたちの健全育成の教育の原点が家庭教育にあることに立ち
返り、各単位ＰＴＡの会員の皆様とともに次のことを実践していきます。
一、家庭・地域での子どもの様子をしっかり見よう
一、ゆったりした気持ちで子どもの話を聞こう
一、愛していることをしっかりと伝えよう
一、善悪の判断や礼儀をしっかりと教えよう
一、ＰＴＡの研修会等に参加して保護者自身も成長しよう
一、子どもの言動・行動から保護者自身をふり返ろう
子どもは親や大人の行動を見て育ちます。大人が変わらなければ、子どもを変えることは出来ません。
家庭と学校がお互いの責任と役割を自覚して協力し、子どもたちが安心して明るく充実した学校生活を
送り、健やかに成長するよう一緒に頑張りましょう。
子どもたちから信頼され、頼りにされる大人の集まりとしてのＰＴＡ活動とするために。
平成24年８月30日
鳥取県ＰＴＡ協議会会長

横山

隆雄

本年度、引き続き当協議会の会長を努めます横山隆雄です。
昨今の「いじめ」の報道に際し、皆様も同じ子どもを持つ保護者として心を痛めていることと思います。
「いじめ」は決して許されないことですが、どの学校でも、どの子どもにも起こりうるものであり、その兆候
をいち早く把握し、迅速に対応しなければならない事案であります。
各学校において、日常において決して「いじめ」の兆候を見逃すことなく、「いじめ」を把握したときは、学
校全体としてすみやかに対応していただくことが重要と考えます。
保護者の方も日頃から子どもたちの言動に気を配り、
「いじめ」の兆候を見逃すことのないようにお願いします。
当協議会では、
「いじめ」に対するアピールを作成し、本県において痛ましい事案が発生しないよう、単位Ｐ
ＴＡの皆様とともにいじめ防止に取り組みたいと考えています。
今後とも、引き続き当協議会活動へのご協力をお願いいたします。
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第60回日本ＰＴＡ全国研究大会

京都大会

いのち こころ ゆめ
～伝えよう つなげよう 育もう～
８月24日（金）、８月25日（土）の両日、「第60回日本ＰＴＡ全国研究
大会京都大会」が、京都府南部を中心に11の会場で開催されました。
研究大会では、運営、家族の絆、学校・家庭・地域の連携、
スポーツから見た「乗り越える」等10の分科会で、各界の
著名人の講演をはじめ、私達がどう考え、どうすれば良い
かを学びました。また、全体会では、福島からの報告・
挨拶に胸が熱くなりました。
昨今家庭・地域の教育力の低下が言われています。ま
た、子ども達を取り巻く環境の厳しさも増していると
言われています。ＰＴＡは、子ども達の健やかな育ち
の環境づくりに向け、子ども達が夢と希望を抱き、か
けがえのない「いのち」が輝く社会を目指すものです。
子ども達の、夢のある未来と幸せを願い活動するもので
す。
子ども達の学力向上はもちろん、判断・計画・行動・コミュニケーション等様々な経験をさせ、次の世代を担う
子ども達に、私達大人が人間としての行動を通し、どう向き合って行くかを考えさせられました。
（中江 巧）

特別第１分科会

第１分科会

【スポーツと教育「のり越える」～人生の課題につ
いて、前向きに取り組むことをスポーツを通して学ぶ
～】をテーマに京都市勧業館みやこめっせで開催され
ました。
午前の部では、元全日本女子バレーアタッカーで、
スポーツキャスターの大林素子氏の基調講演があり、
午後の部ではシドニー五輪ソフトボール銀メダリスト
で現在京都市下京中学校教諭の田本博子さんの実践発
表がありました。田本さんは北京オリンピックで女子
ソフトボールがいかにして金メダルを取るに至ったの
かを大変熱く語られました。
最後に行われたパネルディスカッションでは、近年
小学校からスポーツを始める子どもの成長過程におけ
る心身等の課題について討論しました。保護者、指導
者、医師それぞれの立場からいかに子どもに「やる気」
を起こさせ乗り越えていくのかを真剣に話し合いまし
た。
（大前 満）

「組織・運営」をテーマに宇治市文化センターで開
催されました。
社会環境等の変動に伴い共働き家庭の増加が進み、
ＰＴＡ活動に参加・協力出来る保護者は年々減少する
中で、多くのＰＴＡが毎年役員の選出に苦慮していま
す。そうした単Ｐ役員の思いや悩みを持ち寄り、解決
のヒントを得たり共感できることが連Ｐ（市Ｐ）など
の共同体の良さではないか。こうした様々な形態の組
織の中から、新しいＰＴＡの組織と運営を模索してい
く視点で開催されました。
まず、研究討議では、宇治市連合育英会が市内の小・
中31校が一体となり、会員相互の親睦をはかる事業
運営を実践発表されました。
パネル討論では、「役員の決め方」「行事・イベント
の工夫」「地域との連携」など日頃共通する悩みを話
し合いました。コーディネーターの方が、ＰＴＡ会員
に対して「自分の子どもばかりでなく、地域の社会的
親であることを自覚していただきたい」と述べられた
ことが心に残りました。
午後の、基調講演では教育評論家の尾木直樹氏が「尾
木ママ流～子育てと教育は愛とロマン！～」と題し、
子どもには一人ひとり個性があり、指摘するのではな
く、「どうしたの？」と共感覚（あいづち）が大切と
述べられ、ユーモアを交え教育問題の本質を真剣に語
られました。
宇治市は、８月14日の京都府南部豪雨災害に見舞
われたにも関わらず、あたたかい「おもてなし」で運
営され、実行委員会の皆様のご苦労に感謝し会場を後
にしました。
（勝部武史）
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大会 2 日目に京都国際会館で開催されました。
記念講演の講師は、数多くのヒット曲を世に送り出してこられ
た歌手の加藤登紀子氏です。テーマは、
「スマイル・レボリューショ
ン」で 3・11 の東日本大震災で被災した宮城県南三陸町を訪問さ
れたことを話されました。印象に残ったのは小学 6 年生の男の子
が書いた作文を朗読されたときのことです。
「お父さん、お母さん
も、この世にはいない、だけど僕は絶対に立ち止まらない！」
この言葉は、男の子の強く生きている様子が直接肌に伝わってくるようでした。
ほかに印象に残った言葉は、「①大人が大きな太陽になる ②スマイルでいる事 ③皆であたたかな太陽になろう」
この三つの言葉です。私達保護者も参考にしなければいけない事でもあり、すぐにでも実行に移していきたい気持
ちが沸き立ちました。
「今どこにいますか？」「君が生まれたあの日」などの歌も歌っていただき、どれも素晴らしい曲でもあり歌声で
した。
最後に被災地の一日も早い復興を願い、京都府、京都市の子ども達と参加者全員で「翼をください」「ふるさと」
を合唱して終了しました。
全体を通して心温まるお話に涙があふれるばかりで私にとって最高の会になったと感じています。皆であたたか
な太陽になりましょう！
（若月美和子）

ＰＴＡ指導者研修会開催される
3 地区でＰＴＡ指導者研修会を開催
県指導者研修会が、東部〔６月10日（日）県民ふれ
あい会館〕
、中部〔７月８日（日）倉吉体育文化会館〕、
西部〔６月９日（土）米子コンベンション〕で開催され
ました。
この研修会は、ＰＴＡ活動の活性化、子ども達の基本
的生活習慣の定着化、学習環境の整備を図る事を目的と
して、単位ＰＴＡの会員を対象に行われました。
今年の分科会の内容は、家庭の教育力、ＰＴＡ活動活
性化、メディア対策、人権教育、広報紙作成で、多くの
参加者から好評を得ました。
来年度も、開催を希望する意見が多数有り、時期・内
容を検討したいと思います。

中部会場では、３分科会に分かれ、①「10秒の愛～
ＰＴＡ活動からみつけた家庭の力～」をテーマに琴浦町
立赤碕中学校ＰＴＡ会長の井上洋子さんの実践発表と意
見交換、②「人権について考えよう～初めての人の人権
ガイド～」をテーマに、県教育委員会人権教育課の盛田
恭司さんを講師にワークショップ、③「仲間づくりから
はじめるＰＴＡ活動～とっとり子育て親育ちプログラム
の意義について～」をテーマに、中部教育局の大本陽一
さんを講師にワークショップを行いました。
東部会場では、①広報紙の作成手法について２校の実
践発表やプロの講演と討議、②ケータイ（スマートフォ
ン）・インターネットの弊害についての講演と討議、③
「とっとり子育て親育ちプログラム」による参加型演習
を行いました。単位ＰＴＡの活性化につながるよう、討
議や参加型演習を取り入れ情報交換・意見交換にも時間
を割きました。
西部会場では、全体会で、米子市立明道小学校の「単
位ＰＴＡ活動推進」、米子市立後藤ヶ丘中学校の「広報
紙作成について」の発表がありました。
「活動推進分散会」
では他校の各校の取り組みについて意見交換しました。
「広報紙作成分散会」では前年度の優秀広報紙を題材
として、具体的な改善点の解説の後、記事作成のワーク
ショップを行いました。
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鳥取県ＰＴＡ研究大会

平成24年度
期

日

平成24年12月８日（土） 12：30 ～ 16：00

会

場

国府町中央公民館

鳥取市国府町庁380

大会日程
12：00

12：30

受

アトラク

付

アトラクション

12：45

ション

13：00

開会式

14：00

講

演

14：30

15：50

県委託

県委託事業

事業の説明

実施報告

16：00

講評

講

演

講

師

八東平成太鼓
「こころの笑顔」～こころから笑顔になっていますか～
三島道秀

氏（瑠璃光山泉龍寺住職）

委託事業実施報告
発表

鳥取市立明徳小学校ＰＴＡ
倉吉市立河北小学校ＰＴＡ
鳥取市立南中学校ＰＴＡ
米子市立弓ヶ浜中学校ＰＴＡ

日韓交流事業報告
韓国はお隣の国ですが、学校の教育制度や運営組織で違い
が有ります。地域・保護者・教員で構成された「学校運営委
員会」、公募の「教育政策モニター団」があること。そして
日本のＰＴＡに近い「保護者会」は、子ども達と社会教育活
動を行っているとのことでした。
イジメ問題は、家族で話す時間の中で取り組みがされてい
ることや、夜遅くまで学校で勉強できること、日韓のお互い
の教育制度の違い等、色々と話が出来ました。ホームページ
に詳しく掲載されています。
（横山隆雄）

おめでとうございます。
「第34回全国小・中学校ＰＴＡ広報紙コンクール」
において北栄町立北条小学校ＰＴＡ広報紙（茶臼山プ
レス）が、参加4,052校の小学校の中から最高位の「文
部科学大臣賞」を受賞されました。

編 集 後

記

さて、今回の広報紙の出来はいかがでしたか。限られた
紙面に収めるのがこれほど大変とは思いませんでした。
西部指導者研修会の成果をいかんなく発揮、とはなかな
かいかないようで。えぇ、講師は素晴らしい方でしたが、
何といっても生徒が・・・。
その昔、本を読めと言われた意味が、今になり実感とし
て理解できた気がします。
今年の秋は、ゆっくりと読書に耽ってみましょうか。おっ
と、その前に老眼鏡を。
（部谷一信）
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「心のきずな」61 キャンペーン展開中
東日本大震災支援金1,303,648円が集まって
います。（Ｈ24．9．12現在）
東日本大震災に遭った子ども達への支援とし
ての3.11「心のきずな61キャンペーン」全国61
ＰＴＡ協議（連合）会の取り組みです。
日本ＰＴＡ全国協議会においては、今後も被
災された子どもたちの支援を続けていきますの
で、ご協力をお願いいたします。

広報委員会
委 員 長
副委員長
委
員

中江
巧
矢田貝香織
恩田 正重
青山 和之
大前
満
田邊 昌宏
高橋
宏
本多 正吾
山根 哲也
若月美和子
徳田
繁
平井 博之
遠藤ひろみ

本池
江尻
川田
山口
吉村
部谷
船越
西垣
青戸
金田

平二
安夫
修一
一樹
依子
一信
延子
滋
晶彦
康宏

松田
正
片寄 幸江
荒木 憲男
門脇 栄子
勝部 武史
谷村美穂子
塚本 千賀
谷口八千代
松本 範史
福間
晃

今後は、ホットな情報をタイムリーに発信します。ご期待ください。

■ＨＰアドレス■

http://www.tottori-pta.net/

