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横須賀市ＰＴＡ協議会は、各学

校やひとつのＰＴＡでは解決で

きない課題等を調整し、互いに交流しながら解

決の道を探していく団体です。私自身として

は、今年でＰＴＡ活動も１０年目となります。

横須賀市のかがやく子たちの笑顔のために、微

力ながら、精一杯努力して参りますので、皆様

のご理解・ご協力を、よろしくお願いいたしま

す。
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ご協力お願いします。
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各部会より図書館ボランティアの経験がある

方 1 名に参加いただき、隔月 1 回、ボランテ

ィア活動活性化のために意見交換をしていま

す。

学校図書館ボランティア活性化委員会

委員長 遠山 浩美

子どもたちを取り巻くインターネット・ケー

タイに関する問題について、正しい知識や使

い方、現状や対策を一緒に学習します。「自

分の手で子どもを守る！」
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横須賀市ＰＴＡ協議会とは？ご挨拶

会長 矢口 さをり



～50 年の歩み～

6 月 12 日（土）常葉中学校は、創立 50 周年を迎えました。

式典では、生徒会による 50 年を振り返るスライドショーから

始まり、歴代の校長先生始め来賓の方々の心のこもった挨拶が

あり、50年という長い歩みを感じました。

これからも子ども達が伝統を引き継ぎ、新しい歴史を刻んで

いって欲しいと思います。

岩戸中学校の特色は『地域から学び、地

域に恩返し』を合言葉とした総合的な学習

の時間と、中学校では珍しい年間ノーチャ

イムの取り組みです。

来年 100 周年を迎える本校は、敷地内のつ

つじが丘が自慢です。

児童数は160名で、縦割り活動が盛んです。

６月１９日（土） 地域の方々など来賓の皆様に多数ご出席賜り、

創立３０周年記念式典を開催しました。

初代ＰＴＡ会長に開校当時の様子をお話していただいたり、横須

賀総合高校吹奏楽部の皆様には子どもたちと一体となった演奏を

していただいたりしました。子どもたちも歌や呼びかけを披露し

て、心に残る記念式典になりました。

私たちの公郷小学校は、地域の方々に温か

く見守られ、地域にどっしりと根ざした活

力のある学校です。その中で子どもたちも

元気に伸び伸びと学校へ通っています。

また、昨年は創立 60 周年を迎え、記念に「10

年後の自分に手紙を出そう」と称してタイ

ムカプセルの企画を行い、多くの子どもた

ちが参加しました。

今日も元気な子どもたちの声が学校中に響

いています。

諏訪小学校は、横須賀の中心に位置し、１

９０２年開校以来、現在三代目の校舎です。

２０１３年には、新校舎も完成し、旭日の

ごとく新たな出発を迎えます。

学区に美術館と博物館を抱え、海を眺め緑

に囲まれた環境の中、４月には光洋小と統

合し、１３７年の歴史のもと新たな一歩を

踏み出しました。

「明るく素直な子どもたち」が自慢です！

学校と家庭と地域の絆は固く、１００人以

上の見守り隊の方々に支えられながら、思

いやりの心を育んでいます。

来年度100周年を迎えます。今年はプレ100

周年として、秋には航空写真の撮影やＰＴ

Ａ主催の「ふれあいまつり」を企画し、学

校・地域と共に盛り上げていきたいです。
上階教室から東京湾や房総半島が見渡せ

自然豊かな環境にあり、生徒達も狭いグラ

ンドを上手に仲良く割り振って活動する

爽やかな声がこだましています。

部会中では若く、来年 30 周年を迎えます。

今年の運営目標は

「つなげよう ありがとうの輪 感じよ

う あったか荻野」です。

祝 常葉中学校 創立50周年

祝 根岸小学校 創立 30 周年

１部会 船越小学校

２部会 沢山小学校

３部会 諏訪小学校

４部会 公郷小学校

２０１２年１月１４日

５部会 山崎小学校

７部会 岩戸中学校

６部会 鴨居小学校

９部会 北下浦中学校

８部会 荻野小学校

６月１２日、教育委員会の外川先生、校歌作曲者矢野義明先生ほ

か歴代校長先生、歴代ＰＴＡ会長、地域の方々はじめ９０余名の

来賓をお迎えし、創立３０周年記念式典を実施いたしました。当

日は多くのご祝辞を賜ったほか、全校生徒１５２名が贈呈してい

ただいた合唱台で、全校合唱・学年合唱を披露しました。式典の

最後は参加者全員による“ふるさと”の合唱で、ほのぼのとした

雰囲気のうちに終了しました。

祝祝 鷹鷹取取中中学学校校 創創立立 3300 周周年

横須賀市ＰＴＡ協議会加入 73 校学校マップ

部会長校の学校紹介



楽しく興味を持ってもらえる紙面を委員全

員で企画し作成。

審査委員長より｢独創的でユニーク｣という

講評をいただきました。

５月２０日（木）午後１時より、三浦教育会

館にて、平成２２年度定期総会が開催されま

した。今年度の予算・事業計画案が承認され

ました。

日時：６月２１日（月）１０時〜１２時 

テーマ：「PＴA 広報紙の作り方」

講師：神奈川新聞横須賀支社長 中嶌 弘孝氏

広報紙を作成するに当たって、見出しの大切さや

写真をどのように使うか等

ポイントを多数学ぶ事がで

き、大変有意義な時間を過

ごすことができました。

日時：６月８日(火)１０時半～１２時半

テーマ：ＨｏｕｓｅからＨｏｍｅへ

～あたたかな子どもの居場所を考える～

講師：ノンフィクションライター 北村 年子氏

良いお母さんより幸せなお

母さんになろう。

子どもも大人も幸せに・・・。

わわんんぱぱくくフフェェスステティィババルル２２００１１００

１１００月月２２４４日日（（日日））１１００時時～～１１５５時時

県県立立福福祉祉大大学学ににてて

子子どどももたたちちののスステテーージジ発発表表やや遊遊びびココ

ーーナナーーやや各各種種出出店店がが出出まますす。。

市市ＰＰ協協ははフフラライイドドポポテテトトののおお店店をを出出ししまますす。。

みみんんなな遊遊びびにに来来ててねね。。

編集後記

皆さんに読んでいただける広報紙を目指して作

成しました。ご意見・ご感想お待ちしています。

〒237-0006 横須賀市日の出町 3-19-16

横須賀三浦教育会館内５F

Tel：046-824-1478 FAX：046-824-1480

E-mail：office@pta-yokosuka.jp

日時：６月２４日（木）１０時～１２時

テーマ：「食育とは、生きる力を育むこと」

講師：神奈川県立保健福祉大学

栄養学科教授 山本 妙子氏

教授であり母親でもある

先生のお話はとても身近分かり易く興味

であり、実生活に役立つ

ものでした。

神奈川県ＰＴＡ協議会 広報紙コンクール

大塚台小学校 奨励賞受賞

定期総会

指導者研修会 ～ウェルシティにて～
学年学級委員会

事務局

広報委員会 厚生・保健委員会

日時：６月１５日(火)１０時～１２時

テーマ：『子どもたちの安全と安心

～楽しい学校生活を送るために～』

講師：西野 学氏

子どもたちを取り巻く

諸問題の実態を、経験

談をもとに興味深くお

話してくださり、話に

引き込まれました。

校外委員会


