各学校に３部配布しています。
学校用（校長先生・教頭先生）１部、PTA 役員用２部

市Ｐ連ニュース
令和２年度 No.３（11/25 発行）
千葉市ＰＴＡ連絡協議会
去る 10 月 28 日（水）、市民会館で開催した第 34 回市Ｐ連研究大会には 226 名のご参加をいた
だきました。コロナ禍の中、一時は開催自体が危ぶまれましたが、人数を制限し３密防止の対策を万
全にして無事終えることができました。関係の皆様に心より感謝申し上げます。
今回の記念講演は、講師の 岩﨑 由純 様 から、「やる気を引き出す 魔法の言葉」というテー
マでお話しいただきました。マスク越しの声で静かに進行しましたが、岩﨑様のペップトークの実践
のお話にどんどん惹き込まれて、1 時間半があっという間、最後は会場全体が感動に包まれまし
た。
ご講演に関してのアンケート（QR コード読込で回答）から、「もっと誘えばよかった」「心に刺さった
…」など、ご参加の皆様がそれぞれの立ち場で自身を振り返り、改めて言葉の力、肯定的な言葉掛
けの大切さを考える機会となったこと、家庭や職場ですぐに実践してみようと思われたことがわかり
ました。
また、初めての企画で、花見川中学校ＰＴＡによる「統合までの歩み」の実践事例発表は、苦労し
ながらも一歩一歩一つのＰＴＡを創造するために取り組んだ軌跡から、ＰＴＡ組織の大事さを改めて
実感できる内容でした。
市Ｐ連では、記念講演のすべての内容を 24 ページにまとめ、研究大会報告書として各学校に 1
部ずつお届けいたします。また、せっかくの素晴らしい講演内容は「市Ｐ連ちば 78 号」にも詳しく掲
載します。単Ｐでは予算の関係でなかなかお呼びできない講師の方でも、研究大会の講師として
千葉市にお迎えしておりますので、役員の皆様はもちろんですが、一般会員の方々にもお声かけ
いただき、次年度以降も、是非足をお運びくださるようお願いいたします。

「コロナに負けるな！」左上写真が今年度研究大会会場の様子
３密対策バッチリ！（扉の全開放 座席配置の工夫）

入場時には手指の消毒のお願い
スタッフはマスクとフェイスシールド

入場カードで受け付けは無し
挨拶・祝辞はアクリル板設置で万全

第 3 回理事会議事録

右上写真が２年前の全体会会場

令和 2 年 11 月 11 日(水)
13：00～15：00
千葉中央 C.C 6F ホール
◆会長あいさつ
コロナ禍で皆さん色々ご苦労されていることと思います。千葉市ではそのような状況の中でも、
教育委員会や校長会などの配慮によって、子どもたちにとっていい思い出になるように各学校でい
ろいろな行事を実施していただいていることに大変感謝しています。我々市Ｐ連も今年度の大きな
イベントである研究大会を実施致しました。皆さんのご協力で成功を収められたと思っています。
私も地元に戻り、保護者に聞きましたら「ペップトークはとてもためになった」等、様々ご意見を
頂きました。私たちが目指している市Ｐ連の輪をもって、みんなで一緒に子どもたちを応援してい
くことの大切さが伝わっていると実感しました。
明日ですが、協力して頂いた署名とともに皆さんの熱い思いを熊谷市長にお伝えできるように代
表して行ってまいります。市Ｐ連の存在意義として、みんなの輪を大きく保っていくという事、要
望する事はきっちりと要望していきます。この 2 つの柱によって教育環境を整備・改善していき、
子どもたちや学校の応援団としてこれからも活動をしていきたいと思っております。
◆ 報告
(１)会務報告 (関係会議への参加状況)
11 月 2 日 学校教育審議会
(江波戸副会長)
11 月 6 日 第 2 回図書館協議会
(江波戸副会長)
(２)各区Ｐ連報告
花見川区：9/26 第 1 回理事会開催(コロナ禍での活動内容や災害備蓄品などについて）
11/29 有志でのバレーボール大会を開催予定(約 10 校参加)
中央区：9/12 第１回役員会、9/26 理事会開催 10/30 臨時役員会（「区Ｐ連のあり方検討委員会」
立ち上げ）
、講師を招いての講演会を検討中（書面理事会にて意見を集約中）
若葉区：9/17 理事会開催（未加入会員対策についての資料配布）、11/25 理事会開催予定
緑 区：11/22 有志での交流バレーボール大会を開催予定→コロナ禍拡大のため中止
稲毛区：10/21 役員会(余剰金の還元、ブロック再編について)、11/18 理事会開催予定
美浜区：10/4 開催予定だった美浜区民フェスティバル中止で活動はなし。
(３)各委員会報告
①常置委員会
・総務委員会 10/28 市 P 連研究大会運営。大会報告書用の挨拶・講演内容の文字起こし作業。
・事業委員会
〃
〃
・広報委員会
〃
〃
写真撮影→ＨＰ用と広報紙用。
区Ｐ連理事への「市 P 連ちば」原稿依頼・単Ｐへのアンケート依頼。
②特別委員会(事務局代読) 一般の保護者向けにＰＴＡの必要性や活動の意義を役員の皆さんが
分かりやすく説明できるようなＤＶＤやポスター作りを進めている。
市 P 連ＨＰも発信力をアップするように現在改善中。
(４)関東ブロック研究大会「とちぎ大会」の視聴について
大会が縮小開催になったため、動画配信を行う（チラシ参照）。本日から動画が視聴開始。
(５)日Ｐ会長表彰・日Ｐ広報紙コンクール表彰・社会教育功労者表彰結果（本紙面４ページに掲載）
(６)配布文書（新年情報交換会中止・特別支援金１万円の給付）について
新年情報交換会中止のお知らせを単Ｐに配布済み、特別支援金は各区Ｐ理事会にて配布予定。
(７)小・中学生総合保障制度（AIG・損保ジャパン）の加入について 事務局より内容説明。
兵庫県で小学生男児が起こした自転車事故を巡り、神戸地裁が 2013 年、男児側に約 9500 万円の賠償を
命じる判決を出したのがきっかけとなり、各自治体で自転車保険加入を義務づける条例が制定されるようにな
りました。千葉市でも来年度から現在の「努力義務」から「義務化」になる予定とのこと。子どもが、思わぬ事故
で被害者にも加害者にもなる危険性があります。市 P 連では万一に備え、上記の保険を推奨しています。

◆ 議事
(１) 研究大会の反省・感想
・ＱＲコード読み取りでのアンケート集約（資料Ｐ7 参照）より
学校により会員への案内方法が違い温度差があった。リモートの提案については今後の課題。
良い反応が多数あったので、今後、多くの方々に届くよう発信を積極的に行っていきたい。
・参加者が役員だけでなく、学校全体に案内ができるように工夫が必要。
・参加してはじめてＰＲすれば良かったと感じた参加者の声が多かった。
(２) 次年度年間行事予定 （資料配布）
(３) 次年度研究大会講師について（資料配布）
弓削田健介氏「いのちと夢のコンサート」に決定
(４) 関ブロ埼玉大会分科会発表候補について
12 月末までに推薦校を決定したいので候補を挙げてほしい。
(５)「知ろう!話そう!ＰＴＡ!2020」について
生涯学習センターより案内作成配布済み
(６) 市Ｐ連緊急アンケート内容項目の検討（別紙参照）
「With コロナ、PTA 活動どうしてますか？」の項目の修正・加筆はあるか？について
理事意見：ＰＴＡ会費の集め方（手集金・振込など）をアンケート項目に入れてほしい。
(７) 役員選考委員会について
第１回会議：２月３日(水)午後１時～集会室
細則第４条⑴「理事会において理事の中から各区Ｐ連１名、役員より１名の役員選考委員を指名」

選考委員は各区Ｐ会長 6 名及び江田市 P 連副会長に決定。
◆情報交換
(１)領収書への押印について不要論が出ているが、他校はどうか。
・現在は全校押印にて対応している。簡略化が目的のはず、押印の方が簡略の場合もある。
・現段階では会計関係は印鑑が必要ではないか等。
◆ 連絡
(１)次回理事会案内 2021 年 2 月 3 日（水）午後 2 時～ 役員選考委員会 同日午後 1 時～
(２)本日の各区Ｐ連への安全互助会助成金の支給：１校あたり 5,000 円×加入校数を給付

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【出席者】大塚会長、伊藤副会長、江波戸副会長、江田副会長、髙嶋副会長、田上副会長、西川副会長、
吉田会計、川田書記、北山書記、鈴木監事、星野顧問、菅原広報委員長、渡瀨総務委員長、
小島総務委員、吉田事業委員
花見川区:中台会長、加瀬理事 稲毛区:中山会長、中村理事 中央区:松井会長、大塚教頭
若 葉 区:土屋会長、緑 区：早川会長 美浜区：神成会長、榎並教頭、齋藤理事
神尾事務局長、福永事務局員
（文責：北山書記）
市 P 連理事会は、市 P 連役員と理事（各区 P 連会長ほか代表者）が集まり、年間４～５回開催しています。
受賞！おめでとうございます
ここでは最新の情報を提供するほか、総会に次ぐ決定機関でもあるので重要な事項を話し合って決めてい
（敬称を略させていただいています）
ます。また、「他の区、他の学校はどうしてますか？」などの情報交換も行い、各区に還元できるようにと考え
ています。

◆（公社）日本ＰＴＡ全国協議会会長賞 表彰（順不同）
全市的な立場でＰＴＡ活動の推進や充実に尽力され、リーダーシップを発揮されました。
一 条 玲 子（前 市Ｐ連副会長：前稲毛中）
佐々木 雅美（前 市Ｐ連副会長：前花見川中・現花島小）

◆ 全国小・中学校ＰＴＡ広報紙コンクール 入賞
千葉市立土気中学校ＰＴＡ 広報紙「土気(Toke)」
全国各協議会への応募総数 計 ４,０６７校
１次審査通過 ５８３校 →第２次審査 ２０５校
→第３次審査 ８５校 → 最終審査（受賞校）４４校
土気中ＰＴＡが最終審査中学校の部２２校に残り、
見事「佳作」に入賞されました。
長年にわたり、地域と連携し校内外におい
◆ 千葉市社会教育功労者表彰
て広くＰＴＡ活動の推進に尽力され、その
山田 治美 （花見川中） 佐々木 雅美（花見川中） 功績を讃えて次の方々が表彰されました。
藤川 勇祐 （稲毛中）
一条 玲子 （稲毛中）
松本 一代 （轟町中）
杉本 景子 （末広中）
栗原 洋一 （元本町小・椿森中）
泉
重博 （鶴沢小）
髙澤 肇男 （葛城中）
三谷
真 （生浜中）
橋本 浩一 （蘇我中）
藤本 浩二 （蘇我小）
望月 俊二 （源小）
大橋 直美 （千城台南中）岡田 美由紀（こてはし台中）
永尾 崇 （こてはし台中）

子どもたちによい教育環境を！
大塚会長
署名の山！

◆11/12 市Ｐ連大塚会長は、皆さんからいただいた教育予算拡充要望の署名（6,805 枚、2 万 9965 筆）
を市教職員組合や校長会の代表など教育関係団体とともに千葉市長へ直接届けてきました。
一人一人の力は小さいけれど、みんながつながれば伝え、動かすことができるのですね。

お知らせとお願い
◆ 関東ブロックとちぎ大会の動画視聴について
記念講演や分科会発表、メッセージ動画はすでに始まっています。スマホでもＰＣでも視聴できます
が、ログインして ID とパスワードを入れないと見られないものがあります。市 P 連加入校宛にお知らせ
しています。また、スマホの場合、検索の仕方でうまくログインできない場合がありますが、二次案内
の QR コードを読み込んでいただくか、検索方法を変える（safari から Google などで検索する）と、
ログイン画面に入れます。
◆ 緊急アンケートのお願い
市Ｐ連では、
「with コロナ 2020 年度 PTA 活動どうしてますか？」をテーマに、
今年度の各校 PTA 活動の現状をアンケート調査し、広報紙を通じて学校間の情報
共有や今後の活動方針の参考になればと考えております。12/18 締切りです。
ご協力よろしくお願いします。

