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横須賀市 P tt A協 議会

1980年 4月 上の台中学校開校。着工から間もなく、上の台遺跡が発掘されたため、予定を大

幅に超えての開校となりました。整備 しきれていない状態でのスター トとなり、体育館はその

年の 12月 に完成。また、生徒考案の校章や生徒による作詞、作曲の校歌がつ くられました。

最大 23ク ラス全校生徒 830名 で したが、今年度は 6ク ラス全校生徒 108名 とな りました。現

在、在学中の 1.2年生 66名 は、4月 より鴨居中学校に通います。校長先生をはじめ、先生方、

地域の方々、PTA役員が力を合わせて両校にとって最良の環境を整えております。そ して、生徒

会が中心とな り、生徒の交流もはじまりました。いよいよ統合です。

諸先輩方が築きあげて くださった上の台

中学校は平成 23年 3月 25日 をもって 31年

の歴史を開 じますが、それぞれのお心には

しつか りと上の台中学校の想い出が残る事と

思います。

上の台中学校は永遠に不滅です。新生鴨居

中学校にも、上の台中学校の良き校風を上手

く組み入れてくれる事と思います。

(宇佐美PttA副 会長 )

2010年 度上の台中学校全校生徒 &先生

台風が足早に立ち去ってくれたお陰で、上の台中学校 30周 年記念式

典を 10月 31日 (日 )予定通 り開催する事ができました。

記念式典では、初代校長先生を初め、歴代の校長先生 口教職員の先生

方、元 PTA役員の方、地域の方々が多数ご出席くださり、それぞれの思

いのこもったお言葉を頂きました。

全校生徒 108名 による合唱及び群読、生徒代表者による言葉。そして、

消防団による演奏。ディズニーメロディーを初め、宇宙戦艦ヤマ ト、

AKB48の「会いたかった」等、生徒たちも聴きなじみのある迫力ある演

奏を聴けて一生の思い出として残るのではないかと思います。

ヽ

■

・
嗜
綺



夏島小学校 立 50周年
　́・ハイ減
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11月 6日 の「50周 年お祝いの会」では、本校誕生の頃

の様子を映像や地域の方のお話を通 して学んだ り、追浜高

校吹奏楽部の演奏を交え、「校歌」や記念ソング「ハ ッピ

ーなつしま」を歌つた りといつた内容を児童中心の全校集

会形式で行いました。その後の「祝賀会」や「祝 うタベ」

も含め、た くさんの教育関係者や地域の皆様にご臨席をい

ただき、滞 りなく挙行することができました。

今後も、一人一人の思い・考え・能力を引き出し、育て、

活かす学校づくりを進めていきたいと思います。

明浜小学校 ‐創立 50周年

11月 20日 、これまでさまざまな機会にご指導いただいた方々にご出席いただき倉1立 50周 年を

祝 う会を開催いた しました。

学校とまちの移 り変わ りを映像で振 り返つた後、子どもたちの思いや感謝、そ して決意が、学

年ごとに歌や呼びかけで表現されました。

卒業生でアテネ五輪バスケッ トボール日本代表・立川真紗美選手から夢の大切さについてお話

いただいたほか、ご来賓の皆様からは子どもたちへの期待の言葉をいただきました。

これからも明浜小学校が地域で愛され、たくさんの子どもたちが希望を抱いて巣立っていくこ

とを願つています。(望 月PTA会 長 )
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大矢部の高部の丘に大矢部小学校が創立されて 30年がたちます。

この間多くの子供達がここから巣立っていきました。又、卒業生の

子供達も、大勢通つています。その様に大矢部小学校は、多くの皆

様から、愛されています。又、地域の皆様からもとても、愛されて

いる学校だと思います。

30年というといろいろな事がありま した。嬉 しいこと、悲 しいこ

と、様々な出来事をこの大矢部小学校は、見てきま した。そして、

これから先 10年、 20年、 30年 と見続けて行 くことで しよう。

そ してこの大矢部小学校の歴史を語 り続けていけたらと思います。

これからも多くの卒業生が巣立ち、また帰つてくるで しよう。そん

な大矢部小学校を私は、誇 りに思います。(三富PTA会 長 )
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PTA情報交換会が開催されました。

テーマ

小学校 ～こども 110番 の家～

中学校 ～非行について～

平成 22年度小学校 PTA情 報交換会が、昨

年 12月 4日 (土 )市立横須賀総合高校にて

開催 されま した。市内の小学校、養護学校の

学校長、 PTA会 長、副会長、校外委員等多

数の方々が参加されました。

今回のテーマは、「こども 110番 の家」。こ

の沿革について、横須賀市 P tt A協 議会 こど

も安全推進委員会より、こども 110番 の家

の始ま り (平成 10年度より)や、目印とし

てステッカーの統一 (平成 18年度より)等
の説明がありました。

続いて 3分科会に分かれ、各校情報交換、意

見交換が行われました。

こども 110番 の家と学校の繋が り、個人情

報保護法等プライバシーの問題、こどもや保

護者のプレー トの認識不足等について、それ

ぞれ学校での取 り組み、工夫 している点等さ

まざまな情報が交換されました。

最後に総評 として、子 ども達のために心通 じ

合 う学校や地域になる様、普段からく声かけ〉

をし、地域の方々が知 らない人ではなくなる

様、温か く安心出来る町づ くりが大切と話さ

れました。

10月 19日 (火 )

図書館や学校 な どで読み

聞かせや語 りをされてい

ます。この日もロシアの民

話や手遊び歌 を教 えて く

ださいました。
勉強会

菊地 彰子氏

平成 22年度中学校 P tt A情報交換会は、昨

年 12月 13日 (月 )ヴェルクよこすかにて開

催されました。 市内中学校の校長先生・PT
A役員、地域 口行政の方々、学警連の会長であ

る校長先生方が参加 しま した。

今年度のテーマは「非行について」で、学校

の現状と非行についての講演の後、3分科会に

分かれて意見交換をしました。

市内の非行状況は次の通 りです。

○検挙 され る非行行為 …・万引き 口ひつた く

り・バイク盗難など。

(万引きで多いのは、男子はお菓子、

女子は化粧品。)

○検挙年齢・・・1位 :14歳、 2位 :15歳、

3位 :13歳
○補導状況…・喫煙が 3割、深夜徘徊が 7割。

(深夜徘徊の主な理由として、家に居場所が

ないなど。

喫煙は、少年非行の入口であり、若年から

の喫煙は薬物に移行する率が高いと言わ

れている。)

私たち保護者は、自分の子どもだけを見るの

ではなく、周 りの子どもも見てみること、また、

ダメなことはダメと言える、大人の規範意識を

しつか り持つことが大切だと感 じま した。

「天地自然から学ぶことが最も尊い。」

ご自身の子ども時代・夢を持つということ ロ

師との出会いと別れ。すべてが実体験だつた

ので、とても説得力がありました。

家族のあり方、愛情とは ?夢 とは ?等、考え

させ られる事が多く、実 りある講演会で し

た。

フア〃θ″ のり

～夢・挑戦

人生で大切なことは海の上で学んだ～

講師

海洋冒険家

白石 康次郎氏

読書推進講演会

講師

藤沢おはな しの



2月 4日 、平安閣にて「横須賀市 P tt A協議会

新春のつどい」が開催されました。

新春のつどいは、市内全 73校の校長先生・教

頭先生、 PTA役 員の交流の場 となつていま

す。

吉田市長や、永妻教育長をはじめとした教育委

員会の方々もお見えに

な り、和やかな時間を

共有することができ

ました。
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大塚台小学校

津久井小学校

夏島小学校

久里浜中学校

大津小学校

走水小学校・大楠小学校・

小原台小学校・田戸小学校

ご応募頂き、ありがとうござい

広報紙コンクール

広報活動の活性化を

目的とした広報紙

コンクールが今年度も

開催されました。

☆市長賞

☆教育長賞

☆市 P協会長賞

☆中学校長会賞

☆小学校長会賞

☆優秀賞

全73校から

ました。

綱奪薇森ナい|

瑠
響

「

守 |

|

|

～携帯講習会を行つて～

武山中学校PTA会長

7ア ″25″ ιυ

伊東 良敬氏

今回のケータイ講習会の講師を行 うに当たつ

て、全国Webカ ウンセ リング協議会の講師養

成講座を受講 し、また市 P協の「インターネッ

トロケータイ問題対策委員会」の委員として勉

強会を 3回行つての本番で したが、やは り練習

不足だつた為か、なかなかスムーズに話が出来

なかつた様に思います。委員会としても初めて

の開催と言 う事で、

緊張致 しま した。次回

の機会までにはもう

少 し練習をして置き

たいと思います。

編集後記 」
・とても貴重な時間を共有させて頂きました。 (戸室)

。初めての広報紙作 りは貴重な経験になりました。 (松下 )

・紙面作りに関わることで市 Pの 活動に関心が持てて

楽 しかつたです。 (鈴木)

・たくさんの方に読んでいただけると、嬉 しいです。 (柏原)

・初めての市 P協、無事に終える事が出来て感謝 !(西 野)

・貴重な経験をさせていただいたと思つています。

ありがとうございました。 (1ヽ 日・柏木 )

10月 24日 (日 )、 「わんぱくフェスティバル

2010」 が開催されました。

会場 となつた県立保健福祉大学の中央通路で

は、親子で楽 しめる催 し物やお楽 しみの模擬店、

ホールでは、ステージ発表が行われました。

今年の市 P協は、フライ ドポテ トとペッ トボ ト

ルの模擬店を出しま したが、どちらもあつとい

う間の完売となりま した。

当日の来場者数は、なんと 4000人 !!(昨年は

1500人。)会場は、横須賀の 「

子どもたちの楽 しそうな笑顔  7か
であふれていました。

・楽しく参加させて頂きました。ますます広報紙を

拝見するのが楽 しみになりました。 (牧 )

・楽 しく1年間を過ごしました。他校のお知り合いが増えた事

は私の宝物です。 (鳥村 )

・いろいろな方の思いが詰まった広報紙。出来るだけ多くの

方々に読んでいただけたら幸いです。ご協力ありがとうござい

ました。(渡邊 )

・初の広報活動。講演会の記事では伝えたい事を簡潔にまとめる事に頭を

悩ませましたが、とても勉強になり楽しく活動できました。(漬田)

・市 P協の広報委員会に初めて携わ りましたが、広報紙選考会など色々な事に出会えて

楽 しかつたです。 (三橋 )

〒2370006横 須賀市 日の出町 319-16

横須賀三浦教育会館内5F
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