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１　重点課題を明確にしたＰＴＡ活動の推進と情報発信
２　子どもたちの健全育成のための各種審議会との関わりの中で、研修を深め、
　　学び実践するＰＴＡ活動の推進
３　単位ＰＴＡをつなぐ要として、つながり、達成感をもち、親としての成長を
　　実感できる活動の推進
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	 	 自転車保険の加入のお奨め
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連合会会長あいさつ

日頃よりＰＴＡ活動にご理解とご協力をいた
だき誠にありがとうございます。コロナ禍からWithコロナへと移り変
わりつつありますが、この2年以上にわたるパンデミックによる活動
休止や制限は、ＰＴＡ活動に大きな影響を残しました。
市P連は、このような時だからこそ改めてＰＴＡ活動を見直し、保

護者のためのＰＴＡではなく子どもたちのために何が出来るかを考え
てきました。ＰＴＡは、保護者の総意を学校に伝えられる重要な組織
であるとともに、学校にはかけがえのない組織でもあります。
市P連では、ＰＴＡ活動の見直しの指針として、次の3つの視点

を提案しています。
まず、ＰＴＡの見える化です。ＰＴＡが何をしているかを知っても

らうことが、まず見直しの第一歩と考えています。いくつかの学校Ｐ
ＴＡでは、わかりやすい広報の工夫、ＳＮＳの活用やホームページの
開設などＩＣＴ導入などが行われています。
二つ目は、柔軟性です。できる人が、できるときに、できることを
合言葉に、前例踏襲に縛られない柔軟な活動が求められており、多く
のＰＴＡで見直しが始まりました。
最後に、多様性です。活動を簡単に削減するのではなく、活動の

一時休止もよしと考えます。保護者が、自分の得意な分野や活動可
能な分野で活動してもらうには、多様な活動のかたちを残しておくこ
とも大切です。ＰＴＡの活動意義を見失わずに、子どもと一緒に学校
で活動する喜びを取り戻して、負担感を感じさせない仕組みづくりが
求められています。所沢市ＰＴＡ連合会としては、すべての子どもた
ちのためにという気持ちで各学校のＰＴＡをサポートしていきます。
今後も所沢市ＰＴＡ連合会の活動にお力添えをお願い申し上げます。

所沢市 PTA連合会
会長　古山　智啓

４月１日付けをもちまして所沢市教育委員会
教育長に就任いたしました中島秀行でございます。所沢市の児童生
徒の教育に誠心誠意努力していく所存でございますので、今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。
所沢市ＰＴＡ連合会の皆様には、日頃より本市の教育行政の推進

にご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。また、すべての子ど
もたちの健全な育成を図るため、様々な活動に取り組まれていること
に対し、心より敬意を表する次第でございます。
さて、ＰＴＡの大きな役割は、親と教師がひとつになって子どもた
ちを育てていこうというものです。子どもたちが自信をもって成長し、
自分の学校にプライドを持てるようになるには、先生だけでなく、家
庭からの励ましや声援が大きなエネルギーとなります。ぜひ、保護者
の皆様には、ＰＴＡ活動を通じて子どもたちの学校での活動を身近に
感じていただき、共に子どもを育てていければと思います。また、こ
れまで以上に地域に根差した学校づくりを進める上でも、ＰＴＡの役
割は極めて重要です。
しかし、この新型コロナのパンデミックによって、様々な活動が中
止や制限され、効率化・スリム化の名のもとに、ＰＴＡ本来の役割が
見失われるのではないかとたいへん危惧しています。また、コロナ前
からＰＴＡが様々な課題を抱えていることも承知しております。
ＰＴＡは、重要な社会教育資本であり、今一度原点に戻って、その

目的と役割を見直す時期に来ていると考えます。所沢市ＰＴＡ連合会
の皆様におかれましては、長きにわたり、新しい時代にあったＰＴＡ
活動の在り方を模索し、各学校のＰＴＡへの支援に取り組んでこられ
ました。これまで、対面のつながりが制限される中で、ＰＴＡ活動が
困難な時期もありましたが、ＰＴＡの意義をしっかりと再確認しなが
ら、いよいよポストコロナにむけて新たな一歩をともに踏み出せれば
と思います。
今後とも、所沢市ＰＴＡ連合会の更なるご発展と、所沢市ＰＴＡ連
合会の皆様のますますのご活躍を祈念申し上げます。
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松井小学校ＰＴＡの「こどもフェスティバル」松井小学校ＰＴＡの「こどもフェスティバル」
9月下旬の土曜日、松井小学校ではPTA主催の「こどもフェスティバル」が3年ぶりに開催されました。9月下旬の土曜日、松井小学校ではPTA主催の「こどもフェスティバル」が3年ぶりに開催されました。

毎年人気のあった焼き団子など飲食を伴う出店はなかったものの、スーパーボールすくいや射的、ボー毎年人気のあった焼き団子など飲食を伴う出店はなかったものの、スーパーボールすくいや射的、ボー
リングなどのゲームをはじめ、後援会員の皆さんによる折り紙・工作などの「むかし遊び」、ジャグリンリングなどのゲームをはじめ、後援会員の皆さんによる折り紙・工作などの「むかし遊び」、ジャグリン
グとバルーンアートのショーなど盛りだくさんで、子どもたちは夢中で楽しんでいました。トコろんも来グとバルーンアートのショーなど盛りだくさんで、子どもたちは夢中で楽しんでいました。トコろんも来
場し、会場の熱気はまさに「こどもフェスティバル」にふさわしく、笑顔の子どもたちといきいきとした場し、会場の熱気はまさに「こどもフェスティバル」にふさわしく、笑顔の子どもたちといきいきとした
保護者の活気あふれる姿は感動を覚えるほどでした。保護者の活気あふれる姿は感動を覚えるほどでした。

「いろいろな行事がなくなる中、何とか子どもたちに楽しい時間を作ってあげたかった」と話すのは「いろいろな行事がなくなる中、何とか子どもたちに楽しい時間を作ってあげたかった」と話すのは
花塚PTA会長。保護者アンケートでは当初【子どもたちのために開催したい・まだ開催は控えるべき花塚PTA会長。保護者アンケートでは当初【子どもたちのために開催したい・まだ開催は控えるべき
だ】という声も様々あり役員内でも意見が割れたそうです。それでも何とか実施にこぎつけ、運営はだ】という声も様々あり役員内でも意見が割れたそうです。それでも何とか実施にこぎつけ、運営は
すべてボランティアを募ったところ、約40名の保護者が集まったとのこと。受付をしていたボランティすべてボランティアを募ったところ、約40名の保護者が集まったとのこと。受付をしていたボランティ
アの保護者に話を聞くと、「やりたいと思って手を挙げたし、全然大変ではありません」と笑顔で話しアの保護者に話を聞くと、「やりたいと思って手を挙げたし、全然大変ではありません」と笑顔で話し
てくれました。てくれました。

「PTA役員、ボランティアの保護者、後援会の皆さんがすべて協力して進めてくださりありがたいこ「PTA役員、ボランティアの保護者、後援会の皆さんがすべて協力して進めてくださりありがたいこ
とです」と話す着任1年目の市川校長も、パンダの着ぐるみをかぶり、子どもたちを盛り上げていらっとです」と話す着任1年目の市川校長も、パンダの着ぐるみをかぶり、子どもたちを盛り上げていらっ
しゃいました。土曜日ということで、先生方も無理せず可能な方のみ参加としたそうですが、土曜日しゃいました。土曜日ということで、先生方も無理せず可能な方のみ参加としたそうですが、土曜日
に学校を開放していただけたからこそ実現したともいえるでしょう。に学校を開放していただけたからこそ実現したともいえるでしょう。

コロナが学校生活を変えてから2年半、未だに規模の縮小や感染予防対策はコロナが学校生活を変えてから2年半、未だに規模の縮小や感染予防対策は
継続が必要な状況です。それでも「力を合わせて、工夫し、挑戦する」形を変えて、継続が必要な状況です。それでも「力を合わせて、工夫し、挑戦する」形を変えて、
本来の姿に近づいていけるよう、「学校と協力して子どもたちのために活動する本来の姿に近づいていけるよう、「学校と協力して子どもたちのために活動する
PTA」でありたいと思います。PTA」でありたいと思います。

景品を手に楽しむこどもたち ジャグリングのパフォーマンス

花塚会長 ゲームに参加する
トコろん

むかし遊び（折り紙）コーナー

市川校長（写真右）と北小・中田会長
（今年度教育広報部副部長、写真左）



93 号 (3) 令和4年11月15日発行 所沢市ＰＴＡ連合会会報

市内の小中学校14校でマスコットキャラクターを取材できました。学校だよりやＰＴＡ文書、校内ポスター、市内の小中学校14校でマスコットキャラクターを取材できました。学校だよりやＰＴＡ文書、校内ポスター、
Ｔシャツやステッカーなどに使われ、学校のシンボルとして愛されています。学校の創立記念日にあわせて、Ｔシャツやステッカーなどに使われ、学校のシンボルとして愛されています。学校の創立記念日にあわせて、
児童・生徒から募集して生まれたものが多いのですが、児童会や生徒会が独自に創ったものもあります。児童・生徒から募集して生まれたものが多いのですが、児童会や生徒会が独自に創ったものもあります。

第1問　名前と学校はわかるかな？

第2問　背中に羽をもっているのは、いくつ？　　　

第3問　背中に所沢名物のだんごをしょっているのはどれかな？

市内小・中学校のマスコットキャラクター市内小・中学校のマスコットキャラクター
どれくらいわかるかなどれくらいわかるかな

①
名前

学校

さて、さて、

クイズです！
クイズです！

ヒント（名前）：くすのきちゃん、つっきー、KOYOちゃん、やまみどり、元気っ子、はあらちゃん、とみチュー、
きたの丸、チュオろん、みなみん、ミハライオン、ぴえちゃん、アースちゃん、所沢中太郎

ヒント（学校）：所沢小、南小、荒幡小、清進小、中央小、若松小、山口小、林小、
所沢中、向陽中、美原中、中央中、富岡中、北野中

②
名前

学校

③
名前

学校
④
名前

学校

⑤
名前

学校

⑥
名前

学校

⑦
名前

学校 ⑧
名前

学校

⑨
名前

学校

⑩
名前

学校

⑪
名前

学校

⑫
名前

学校

⑬
名前

学校

⑭
名前

学校
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令和４年度所沢市ＰＴＡ連合会広報紙コンクール
所沢市ＰＴＡ連合会では、毎年、広報紙コンクールを開催して、市内のＰＴＡ広報紙をたがいに

読みあう機会を設けています。今年も、8月17日、18日の2日間、市役所6階で開催されました。
このコンクールは、だれでも見学できるのをご存知でしょうか。また、市内ＰＴＡからの代表者135
名で審査しています。 Web特別賞って何？

毎年、審査基準では測れな
い広報紙を選んで授与してい
ます。昨年は、コストパフォー
マンス賞、今年は、紙ではな
い広報紙の優秀校を選出しま
した。

清進小は、ＰＴＡのブログ
によるＰＴＡの情報発信、

三ケ島小は学校ホームペー
ジにＰＴＡページを、

北野中は学校メール配信を
利用して迅速な情報提供をし
て、ＰＴＡ活動の見える化に取
り組まれていました！

金賞 銀賞 銅賞 努力賞 Web特別賞

小
学
校

若松小学校PTA 三ケ島小学校PTA 泉小学校PTA 東所沢小学校PTA 清進小学校PTA

柳瀬小学校PTA 中央小学校PTA 宮前小学校PTA 北秋津小学校PTA 三ケ島小学校PTA

若狭小学校PTA 所沢小学校PTA 山口小学校PTA

荒幡小学校PTA 北野小学校PTA 松井小学校PTA

中
学
校

北野中学校PTA 狭山ケ丘中学校PTA 東中学校PTA 南陵中学校PTA 北野中学校PTA

向陽中学校PTA 富岡中学校PTA 美原中学校PTA

入間地区ＰＴＡ広報紙コンクール受賞校一覧

金賞 銀賞 銅賞

小
学
校

柳瀬小学校PTA 若狭小学校PTA 三ヶ島小学校PTA

若松小学校PTA 荒幡小学校PTA 中央小学校PTA

所沢小学校PTA

北野小学校PTA

中
学
校

北野中学校PTA 向陽中学校PTA 狭山ヶ丘中学校PTA

富岡中学校PTA

ゆるキャラクイズの回答　
第1問　左上から　①チュオろん・中央小、②とみチュー・富岡中、③ミハライオン・美原中、④元気っ子・若松小、⑤Koyoちゃん・向陽中、⑥やまみどり・山口小、
⑦ぴえちゃん・中央中、⑧みなみん・南小、⑨つっきー・所沢小、⑩くすのきちゃん・清進小、⑪はあらちゃん・荒幡小、⑫アースちゃん・林小、⑬所沢中太郎・所沢中、
⑭きたの丸・北野中　　第2問　3つです。（やまみどり、ぴえちゃん、くすのきちゃん）　　第3問　みなみん　

★編集後記★

自転車保険入っていますか?？

埼玉県では2018年4月より自転車に乗る際の自
転車損害保険等の加入が義務付けられています。

事故を起こす前に・・・
市P連の自転車保険にご加入ください！

いつでも加入できます。（1月に資料配布予定）
個人賠償責任補償が充実しています！

補償金額は最高2億円！
示談交渉サービス付き（日本国内のみ）、
被保険者の家族全員もれなく補償！

保険料は1,900円（年間）から4タイプ！

詳しくは市P連ウェブサイトをご覧ください。
https://tokorozawa-pta.jp/insurance/自転車保険のご案内

自転車による加害事故が増えています。

所沢市内でも昨年900万円の
賠償責任事故が発生しました。
未成年が加害者になるケースも
増えており、未加入の場合の金
銭的負担は計り知れません。

QR

●入間地区ＰＴＡ連絡協議会審査委員長　吉川雅子(毛呂山町泉野小ＰＴＡ会長) 

小学校２０校参加 中学校１２校参加 ●審査委員長 杉町まり子（若松小ＰＴＡ会長）
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