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佐野 泰史

横須賀市ＰＴＡ協議会会長　挨拶

横須賀市ＰＴＡ協議会ってなに？

平成２０年５月２３日（金）
日の出町にある、横須賀三浦教育会館に

て開催されました。

　横須賀市ＰＴＡ協議会は、通称「市Ｐ協」と呼ばれています。

各学校、ひとつのＰＴＡでは解決できない共通課題等を、市Ｐ協が連絡調整

し、お互いに交流しながら解決の道を探していきます。各学校のＰＴＡ活動の

向上や、教育問題等の調査・研究を行い、教育環境の改善を行っています。

　また市Ｐ協は、加入校からの会費と、市からの補助金で運営されています。
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予算・決算・事業計画の承認等

地区部会の意見具申等

地区部会長会

役員会
事業の執行、各種会議・
委員会の開催運営等

各ＰＴＡ間の連絡調整等
各学校ＰＴＡ

（単Ｐ）

地区部会

会計監査

総務・事業委員会
広報委員会
こども安全推進委員会
課題対応委員会

各種委員会

事務局

横須賀市ＰＴＡ協議会の組織

先日、ある小学４年の男の子が、見知らぬ男の人を私だと思って「こんちは！」と大きな声

であいさつをしました。男の人は少し驚いた顔をした後で、にっこり笑って、「やあ、こんに

ちは」。その時少年は、「恥ずかしかったけど、あいさつって悪くないな」と思ったそうです。

（悪くないな、です。）その数日後、今度はその男の人の方から「お早う！」と声をかけられ

ました。

『あいさつっていいもんだ、これからはどんどん自分からあいさつをしよう！って思っただろ

う？』と、これは私の誘導質問。『そう、あいさつは大切だ大切だって言うじゃん、少し分

かったような気もする』と、これは私の誘導に引っかかった証でしょうか。けれども、ひょっとするとこの子はこれか

ら色々なところであいさつしていくのでは・・・子どもが‘直感’で感じたことを、今一度確認させたいという、おと

なである私のおせっかい。「また余計なことを・・・」という家人の声が聞こえてきます。

　実際に自分が感じたことと、実は人に（メディアに）言われただけのこと、子どもたちがそれをきちんと認識してく

れたらと思います。ドイツの哲学者ショーペンハウエルは「直感の積み重ねがひとつの概念をつくる」と言っています。

情報化時代の昨今、子どもたちの直感力が鈍っているのではと、心配です。日々の生活の中で、ピピッと何かを感じ

取っていく感性を磨いて欲しいなと思っています。

　さて、単位ＰＴＡと比べたら市Ｐ協の裾野の広さは大変なもの、全７４校分の裾野です。子どもたちの声とともに、

保護者の皆さんや先生方が自ら感じ、考えていることを市Ｐ協に届けて頂きたいと思います。その声ひとつひとつが、

横須賀の子どもたちの未来につながっています。一年間、宜しくお願い致します。

定期総会開催



横須賀市
ＰＴＡ協議会

加入７４校の紹介

１部会

追浜小、鷹取小、浦郷小、夏島小

船越小、田浦小、長浦小

追浜中、鷹取中、田浦中

３部会

諏訪小、鶴久保小

田戸小、夏島小

不入斗中、常葉中

５部会

大津小、馬堀小、走水小、根岸小

望洋小、大塚台小、山崎小

大津中、馬堀中

６部会

光洋小、鴨居小、高坂小

小原台小、浦賀小

浦賀中、上の台中、鴨居中

７部会

明浜小、岩戸小、神明小

久里浜小、養護学校

岩戸中、神明中、久里浜中

９部会

北下浦小、津久井小、粟田小

野比小、野比東小

北下浦中、長沢中、野比中

２部会

逸見小、汐入小

沢山小、桜小

坂本中

４部会

公郷小、衣笠小、平作小、大矢部小

池上小、城北小、森崎小、ろう学校

池上中、公郷中、衣笠中、大矢部中

８部会

長井小、富士見小

荻野小、武山小、大楠小

長井中、武山中、大楠中

各部会長に、今年度の抱負を で

語っていただきました！

川柳

５部会
上の台中学校

大久保 元朗会長

ささえ合い
　笑顔でつなぐ
　　　慈悲の心

１１０周年を向かえました。記

念行事に向けて、子ども達・学

校・ＰＴＡとがんばっています。

歴史ある学校にまた新たな歴史

を刻んでいきます。左の写真は

航空写真の人文字です。

◆◆６部会　浦賀小学校◆◆

◆◆４部会　大矢部中学校◆◆

◆◆２部会　逸見小学校◆◆

　10月19日(日)ＰＴＡ主催で《第25回ふれあ

い祭》を開催します。地域の方々の協力もあり、

模擬店、バザー、演奏会、抽選会等、毎年大好

評です。

◆◆８部会　長井小学校◆◆

◆◆９部会　野比中学校◆◆

　逸見小は、１３０年以上の長い歴史ある学校。

小規模ではありますが、４本のくすの木と子供

たちの大きな笑い声が、ひびく活気ある小学校

です。

　来年11月に2度目の還暦を迎え

ます。富士山の眺めは絶景で、たて

わり集会等に利用されるキャラク

ターにも登場。キャラクター入りオ

リジナルせんべいは大好評です。

　高台にある校舎から望む浦賀水道は絶景です。

地域交流が盛んで、生徒たちは祭礼のお手伝い

や、伝統芸能「虎踊り」を保存会のご指導のも

と、学校行事で披露しています。

　月に２回『ホタル復活』を目指し、小中学生・ＰＴＡ・

地域の方が集まり、作業を楽しんでいます。６月２２日に

は「ホタル観賞会」を実施。また、隔年行われる文化祭は、

文化会館大ホールにて、合唱・演劇・ダンスと、かなりの

盛り上がりです!!

◆◆５部会　馬堀小学校◆◆

◆◆３部会　諏訪小学校◆◆

◆◆１部会　夏島小学校◆◆

　地域の方々で構成されている「パトロールＥ

ＹＥ」、保護者による「パトロールエンジェル

ス」、そして先生方との三位一体の安心・安全

活動に見守られ、今日も元気な諏訪っ子たちで

す。

　***********************

◆◆７部会　神明中学校◆◆

　神明中は、来年30周年を迎えます。

生徒達は、私達父兄が校内を歩いていても、いつも「こん

にちは！」と挨拶をしてくれる明るい生徒です。秋の体育

祭や、文化発表会も、応援団の団結力・3年生の合唱の素晴

らしさは、毎年楽しみな行事になっています。

４部会３部会２部会１部会 ６部会 ７部会 ８部会 ９部会
城北小学校

笠井 泰宏会長

もんだいは
　こどもじゃなくて
　　おとなかな？

鶴久保小学校
磯崎 康二会長

人生大吉！
 皆がたのしきゃ
　自分もたのし！

野比小学校
小池 俊也会長

食育を
　一歩進めて
　　　真の教育

久里浜中学校
吉田 慎二会長

わが背中
　大きくなれよと
　　　子の視線

長井中学校
豊浦 伸会長

浦郷小学校
横井 匡会長

坂本中学校
笹沼 宏会長

大津中学校
岸 仁会長

フォーエバー 
　富士も見守る 
　　　　八部会

逃げるより
　参加が大事
　　　　　ＰＴＡ

たのしいぞ
　ことしもさか中
　　ピーティエー

おせんべいキャラクター

フジガネ タカシ

本年度、広報紙を担当します、各部会

の副部会長の学校自慢を紹介します。

１年間頑張りますので、よろしくお願い

いたします。



役職 氏名 学校名 

会長 佐野 泰史 不入斗中学校ＰＴＡ 

副会長 猪鼻 孝夫 鷹取小学校ＰＴＡ 

〃 吉田 淳 不入斗中学校ＰＴＡ 

〃 赤羽根 丈行 大塚台小学校ＰＴＡ 

〃 古山 さおり 大楠小学校ＰＴＡ 

〃 大久保 静香 光洋小学校校長 

〃 木下 俊明 大楠中学校校長 

総務 馬場 孝男 桜小学校ＰＴＡ 

〃 伊藤 優 神明中学校ＰＴＡ 

会計 三冨 克也 大矢部小学校ＰＴＡ 

〃 五十嵐 一美 光洋小学校ＰＴＡ 

会計監査 泉田 久美子 粟田小学校ＰＴＡ 

〃 山下 実 追浜中学校校長 

 

指導者研修会が行われました ◆◆◆◆◆◆

◆◆◆　各委員長からの挨拶　◆◆◆

編集後記

　平成２０年度第１号の広報紙はいかがでしたでしょうか？

市Ｐ協が皆様の身近な存在になるように、色々な情報を発信

していきたいと思います。（K)

本紙への感想、市P協へのご意見・ご要望は、

市P協事務局まで。

Tel: 824-1478　Fax: 824-1480

E-mail: yoko-pta@proof.ocn.ne.jp

広報委員会 校外委員会 学年学級委員会

 

　今年度、こども安全推進委
員会の委員長を引き受けさ
せて頂く事になりました。今
の社会の中で一番重要な課
題であると感じております。
少しでもこどもたちの笑顔を
護れるよう皆さんと力をあわ
せて努力してまいります。宜
しくお願い致します。

こども安全推進委員会
吉田 淳<３部会 不入斗中>

　今年度、課題対応委員長を
担当させて頂く事になりまし
た。会長はじめ各役員の方々、
委員の方々と協力して身近な
課題からひとつひとつ前向き
に取り組みたいと思います。
話し合いを必要とする課題が
ありましたらご連絡ください。
一年間宜しくお願いいたしま
す。

課題対応委員会
古山 さおり<８部会 大楠小>

　今年度、 総務事業委員の
委員長を務めさせていただく
ことになりました。
　桜小（坂本小・青葉小）の
統合１０周年とあわせ、今年は
当たり年のようです。
　各役員の皆様と協力して各
学校のＰＴＡ活動の向上の一
助となりますよう努め、市Ｐ協
の活動が円滑に進むように頑
張りますので、一年間よろ
しくお願いします。

総務事業委員会
馬場 孝男<２部会 桜小>

　今年度広報委員長を担当
いたします。皆様方のご協力
を得てより良い広報紙が作れ
たらとおもっています。私自
身も楽しんで広報紙を作って
いけたらと思います。
皆様ご協力よろしくお願いい
たします。

広報委員会
三冨 克也<４部会 大矢部小>

◆ 平成２０年度 横須賀市ＰＴＡ協議会役員 ◆

　パソコンでの広報紙作りを始めてから３年目「パソコンの機能を生かした広報紙作

りをしてみたい。」との思いから、見開きカラーで取り組んだ運動会特集！当日の写

真撮影やたくさん撮った写真の中から選別作業、パソコンでの仕上げと大変でしたが、

楽しく作ることが出来、すばらしい広報紙が出来たと思っていました。そこに広報紙

コンクールでの奨励賞受賞という知らせが届き、委員さんをはじめ、協力していただ

いた皆様に感謝したい気持ちでいっぱいです。

　浦賀小ＰＴＡの広報紙には、担当した紙面の欄外に委員さんの名前を入れ、頑張っ

た証を残すようにしています。何かと広報委員は敬遠されがちですが、自分達で作っ

たものが残るすばらしい委員と思っていますので、これからも「読んで楽しい！作っ

て楽しい！広報紙」を目標に頑張っていきたいと思います。

（浦賀小ＰＴＡ広報委員長　藤田小百合）

奨励賞おめでとう！浦賀小学校ＰＴＡ
平成１９年度神奈川県ＰＴＡ協議会

広報コンクール

６月１０日(火)

『安全で賢いインターネットの使い方』

特定非営利活動法人

『教育情報化支援室』

６月１７日(火)

『薬物乱用防止』

横須賀市北ライオンズクラブ

薬物乱用防止教育委員会

６月２４日(火)

『リーダーとしての話し方』

出光ケイ氏
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