
発行：東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会     編集：調査広報委員会  

2017 第84号2017 第84号

事務局：東京都杉並区南荻窪4-29-10 田丸ビル205号    Tel ： 03-5941-5067  Fax ： 03-5941-5068       Email ： jimukyoku@tokoupren.org

Let's access it！→ tokoupren.orgLet's access it！→ tokoupren.org

P2～3-第29回 東京地区大会
P4-広報誌コンクール
P5-29年度総会、熱中症予防啓発セミナー

P2～3-第29回 東京地区大会
P4-広報誌コンクール
P5-29年度総会、熱中症予防啓発セミナー

P6-委員会紹介
P7-役員紹介
P8-会長選出に関するアンケート結果

P6-委員会紹介
P7-役員紹介
P8-会長選出に関するアンケート結果
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シンポジウム「食が繋ぐ、美容と健康について」シンポジウム「食が繋ぐ、美容と健康について」

が、今は後継者のいないところでも都市
農業が出来るようになりました。下田さ
んも2年前から研修生を受け入れて、将
来の就農向上にも力をいれています。高
校生にも職業選択の一つに農業に係る
ことも開けて来ています。そして何より、
下田さんが繋げていることに「いただき
ます」の心があります。人は動物、魚の命

を食す、戴くことで命を繋いでいます。作物、野菜には？と
考えた時、作物は農業をしている人が毎日毎日心を込め
て育てている、そう言う物を頂いているのだから作ってい
る人に感謝することをお子さんたちに語っていると言い
ます。
お二人目、黒田光弘さん。黒田さんは、ご自身が食べる事

が好きで調理師の道を選び
日本料理店で将来を楽しみ
に働いていました。その中で
悩み始めたことをきっかけに
調理だけでなく、もっと広い
意味で食に関わる仕事へ移
り管理栄養士の資格を取りま
した。
管理栄養士として病院の給食

に携わりましたが、言われた食事を作ること、質問されて
もわからないことが多いことを疑問に思い、栄養指導の
部門へ移りました。病院で、糖尿病に関する栄養学を学ぶ
うちに、病院での栄養学が古いことを知り、新しい改革を

しようと独立をしました。健康になる
ためのアドバイスを問われても、個々
の生活や嗜好を知ったうえでアドバイ
スが出来ることが大切だと考えていま
す。この管理栄養士の資格を生かせる
仕事はまだまだ少ないのですが、就職
をした後に副業として広げている分野
に、アンチエイジング、子どもの食育、

老人介護の食事の摂りかた等はこれから将来に生かせる
と実感しています。
そして最後に愛甲猛さんで
す。プロ野球選手として20年
間、535戦フルイニング出場
記録をもっておられます。
愛甲さんはプロ選手時代から
食事の摂りかたに気を付けて
来られたことを、退団後仕事
に生かしています。栄養・食・
美容の指導だけでなく、食と
メンタルの部分でも正しい食の摂りかたが必要だと話し

ています。それも高校生の時代にもっ
としっかり知って欲しいと考えていま
す。機会があれば、プロ野球は閉鎖的
な業界であるものの余談を入れなが
ら食事の大切さの話が出来ればと活
動しています。
（調査広報委員・山岸）

東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会は「話・輪・和」をメ
インテーマに始まりました。
シンポジウムテーマ「食が繋ぐ、美容と健康について」で

は、3名のお客様の経験から
お話を聞かせていただきま
した。
お一人目は下田智道さん。東
京都武蔵村山市で、お祖父さ
んの後を継いで見渡す限り
一面畑の中で農業に携わっ
て11年の38歳。安心安全は
当たり前と日々都市農業につ
いて前向きに関わっていると

のことです。
毎日大切に育てた野菜をＪＡや直売等をしていますが、
直売ではお客様の声を直接聞くことができ、人との関わり
がより良い商品を作るためになり、新しい品種改良等次
の商品へと繋げていける楽しみになると話していました。
以前は、農家の子でないと農業が出来なかったのです

去る７月２日（日）第29回東京地区高
等学校PTA連合大会を開催させて頂
きました。
当日は、あいにく都議会選挙と重なっ
たにも関わらず、多くの方にご参加頂
き、また多くの方にお手伝いして頂き
本当にありがとうございました。
今回のテーマ「話・輪・和」～最高のチ
ーム作りへ～は、ＰＴＡは「子どもたち

が良い環境で勉強できるように」という思いの保護者の集まりで
す。考えは人それぞれですから、時には意見の対立とかも有りま
すが、そんな場面で大切なのが、相手の気持ちも考えながら話
し合う事だと思います。

シンポジウムでは、健康を取り上げました。ＰＴＡ大会というと、
どうしても話題は子どもの事になる事が多いと思います。
進学や友人関係など心配が尽きず、どうしても子どもが生活の
中心になってしまい、保護者自身の健康はおざなりになってしま
いがちです。
そこで今回は、材料、調理方法、そして運動それぞれの専門家の
方にお話を伺いご自身の健康に考える一助にして頂く事にいた
しました。
今回は、お昼を挟んで午前中からの開催、広報誌コンクールも
行うという初めて事が多く何点か改善すべき事もありました。こ
の事を来年への糧として来年は３０回という記念すべき大会で
すのでこれらをしっかり受け継いでいこうと思います。
感謝申し上げます。

国立オリンピック記念青少年総合センター
平成29年7月2日（日）平成29年7月2日（日）
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28年度東京地区大会実行委員長あいさつ

榊原 正人 実行委員長

下田 智道さん、管理栄養士 黒田 光弘さん、元プロ野球選手 愛甲 猛さん       司会 宮崎 由美子（実行委員）生産農家 下田 智道さん、管理栄養士 黒田 光弘さん、元プロ野球選手 愛甲 猛さん       司会 宮崎 由美子（実行委員）
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H28 こどもの貧困対策委員会
田中 茂太 委員長 
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田中 茂太 委員長 

平成28年度の各委員会の委員長より1年間の活動につい
ての報告や事例発表が行われました。

都立板橋高等学校 PTA会長 
大城のり子さんよりPTA活動
事例発表が行われました。
「家庭教育とPTA」というテー
マに学校、PTA、家庭で生徒
を育てる大切さの発表が行
われました。
この事例発表は東京都代表
として全国大会でも行われ
ています。

都立板橋高等学校 
PTA会長 大城 のり子
都立板橋高等学校 
PTA会長 大城 のり子

全高P連会長 都教育委員会 都高P連 相談役都高P連 相談役

ご来賓の皆様

牧田 和樹氏 南 和男氏 澤田 悟氏天沼 照夫氏



第39回 広報誌コンクール 表彰式第39回 広報誌コンクール 表彰式 都高P連  平成29年度 定期総会都高P連  平成29年度 定期総会

第39回広報誌コンクール表彰式
　明るい夏のような日差しが差し込む、国立オリンピック
記念青少年総合センター大ホールの入り口。
　参加47校（展示を許可しないとした3校を除く）の、広報
誌の表紙がホワイトボード2面に目いっぱい掲示された。
今年初の試みで、当日の来場者にお気に入りの表紙に投
票していただく「特別賞」の投票の為のものである。
　例年通り最優秀賞の「教育委員会賞」、優秀賞の「校長
協会賞・高校生新聞社賞・東京新聞賞」のほか、応募の中
で企画の評価が最も高かった「企画賞」、応募の広報誌に
掲載されているすべての写真の中で、最も素晴らしいと
選ばれた写真がある「写真賞」、そして「都高Ｐ連会長賞」
と「都高Ｐ連賞」、特別賞とあわせ13校が表彰される。
　お昼休憩の50分で投票していただき、午後の部が始
まって広報誌コンクール表彰式まではちょうど一時間の
予定。40分以内で集計をしてパワポの資料も作成したい。
舞台裏は、バタバタしないわけがない。準備不足や不手

際はお許し願い、来年の表彰式で挽回したい。
　今回参加しなかったＰＴＡも、次回は是非ご参加を。

受賞校は以下の通り

教育委員会賞…富士高校付属中学校ＰＴＡ
校長協会賞……国分寺高校ＰＴＡ
高校生新聞社賞…農業高校ＰＴＡ
東京新聞賞……豊多摩高校ＰＴＡ
都高Ｐ連会長賞…江北高校ＰＴＡ
都高Ｐ連賞……上野高校ＰＴＡ、立川高校ＰＴＡ、
     国際高校ＰＴＡ、広尾高校ＰＴＡ
     三田高校ＰＴＡ
企画賞……八王子東高校ＰＴＡ
写真賞……大島海洋国際高校ＰＴＡ
特別賞（表紙が良かったで賞）…国分寺高校ＰＴＡ

平成29年6月10日(土)午後2
時から国立オリンピック記念
青少年総合センターセンタ
ー棟417室にて、東京都教育
委員会から矢内正孝氏のほ
か多くの来賓の方が見守る
中、東京都公立高等学校Ｐ
ＴＡ連合会（都高Ｐ連）定期
総会が行われました。

定足数74校に対して、出席53校欠席21校で総会は成立い
たしました。
議長の伊藤（大泉高校OB）さんと谷川（武蔵野北OB）さん
の進行で質疑が行われた結果、すべての議案を可決いた
しました。

来賓　
東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課統括課長代理

矢内 正孝 様
東京都公立高等学校協会事務局長

澤海 富安 様
東京都立学校経営企画室長協会会長(都高Ｐ連相談役)

澤田 悟 様
東京都公立高等学校長退職校長協会副会長(都高Ｐ連相談役)

天沼 照夫 様

6月10日熱中症予防啓発セミナーが開催されました。講師
は大塚製薬・福田とも子さんです。熱中症の症状では、顔
のほてり、体のだるさ、めまい、吐き気、筋肉のけいれんな
どが見られます。主な原因として、高温多湿、都会ではアス
ファルト舗装道路が多く熱がこもりヒートアイランド現象
が起こり易くなっていること（外的要因）、肥満傾向、高齢
者・子どものような体力のない人（体格的要因）、またラン
ニングや部活動等（運動からくる要因）も挙げられます。熱

中症の対処として、名前や場所などを聞いて意識の確認
をすること、涼しい場所で体を冷やし服を緩める、水分を
摂ることなどですが、名前等を聞いた時に意識が無い状
態であれば、直ぐに救急車を呼ぶことです。高校生は、基
礎代謝や部活等の運動量の多さなどで、屋内外を問わず
早めの水分補給、スポーツドリンク等と塩分やイオンなど
含む補給も大切なことを再確認し、子ども達へも意識付け
をしていく必要があると感じました。（調査広報委員・山岸）
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先日、ある会の開会式で聴いた。
「野球部の保護者は、最初は我が
子の応援の為に球場に出掛ける。
そのうち我が子だけでなく、友人
も含め応援し、チーム全体、学校
全体を応援するようになる。PTA
に携わる保護者も似ている。」
思い出した…。私も最初は、柱の
陰から我が子を見ていた。いつし

か学校の役に立つのが嬉しくなっていた。
今一度、しっかり初心に戻ろうと強く思った、平成29年の7月。  

H29年度 都高P連 委員会紹介H29年度 都高P連 委員会紹介

常置委員会 委員長あいさつ常置委員会 委員長あいさつ

都高P連  平成29年度 役員あいさつ都高P連  平成29年度 役員あいさつ
池本 義信（中部北）池本 義信（中部北）

高田 教子（東部北）高田 教子（東部北） 木村 豊行（中部北）木村 豊行（中部北） 橋本 政幸（西部北）橋本 政幸（西部北）

西藤 義則（西部南）西藤 義則（西部南）

芦沢 貴美枝 事務局長芦沢 貴美枝 事務局長 青木 真佐枝 前事務局長青木 真佐枝 前事務局長

砂金 達（中部南）砂金 達（中部南）
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　学校教育委員会は、主に、健全育成、生涯学習関係事業、高等
学校教育、高校生の進路対策に関することを審議する委員会で
す。高校教育環境の整備向上に資するため、保護者からアンケー
トを採り、アンケート結果に基づいて、現在の公立高校が抱える
問題を浮き彫りにし、課題を分析、審議した上で、公立高校への
要望を校長協会や経営企画室長協会のアドバイスを受けて、都
議会や東京都の教育委員会に働きかけを行っています。

　例えば、数年の月日をかけて、普通教室へのエアコン導入を果
たしました。これからの課題は特別教室への導入です。また、現
在、大きな問題となっている進学への経済的負担の重さ。これも
アンケートから如実に厳しさが実感できます。
　学校教育委員会では、これらだけでなく他の課題についても
果敢に取り上げて顕在化させ、保護者の声に応えてゆきたいと
考えています。

井草高校の会長の時に理事として
都高P連の運営委員会に参加して
から、中部北地区の地区長、副会
長、そして事務局長とほぼ10年間
、お世話になりました！都立高校関
係だけでなく、全高P連や都教委、
幼小中、定通、特別支援のP連の皆
様、研修会をお願いした講師の先
生方、大学生協さんや保険会社、

旅行会社さん等々、普通の主婦では出会えなかった皆様
とも、それぞれたくさんの思い出があります。やってて良か
ったPTA(^-^)v荻窪の事務局は自転車圏内なのでこれから
も時々遊びに行きますね。

　昨年度につづいて平成29年度、都高Ｐ連の会長に就任しました池
本です。
　公約しました「校長協会とのパイプ作り」については一歩進ん
だとは言え、まだまだ未達成なことが沢山あります。
　加盟校の皆さんに「加盟していて良かった！」と感じていただく
仕組みを確立し、未加盟校の加入促進も、もっと積極的に進めて
行きます。 この一年で、やりとげられなかった事に、いっそう邁進
する所存です。
　各校のＰＴＡが何を求めているのかを、会員の皆さんの声に
きちんと耳を傾け、皆さまのお力を借りながら、都高Ｐ連の存在
意義を実感できる活動に大きく舵をきります。ＰＴＡ同士の横の
つながりが、子供たちの充実した高校生生活を支えています。
　会長として働いた昨年一年間で、対外的な人脈は少なからず
構築できました。このつながりを加盟校の皆さんのため、高校生
の未来のために活かして都高Ｐ連をより一層、力強い豊かな組
織にして参ります。
　引き続き、お力添えをいただけますよう、心からお願い申し上
げます。

　平成17年に長男が都立高校に入
学してから次男と３年前に三男坊が
卒業するまでの10年間。そして今OB
としてトータル12年間都高Pに関わっ
てきました。PTAはその年、その年、そ
の時代に合った活動が大切だと思う
一方、過去の経緯、経験が今を支え
ている。過去があるから改革が出来
る！と私は思っています。今年PTA活
動最後の私の役目は今のPTAを作り
上げた先輩方のその時の考えをこれ
からの活動に活かせる様、伝えてい
く事と思っております。今年もよろしく
お願い致します。

　29年度の副会長に選出して頂き
ました、中部北地区の木村です。
過去の良いところは、そのまま継続
し、時代に沿っていないところは改
革し、みなさまにとって、より良い活
動となるよう精一杯サポートさせて
いただきます。
そして加盟高校のみなさまには、入
ってて良かった都高Pと感じて頂け
るように、活動してまいりますので、
よろしくお願い致します。

　29年度副会長に就任いたしました、西
部北地区の橋本です。PTA役員は高校デ
ビューで、単位PTA（秋留台高校）で、副会
長1年、会長2年を努め、会長と並行して西
部北地区地区長を2年間、活動をして参り
ました。経験も浅く、無我夢中でしたが、
西部北地区をはじめ、他の地区の皆さん
のご協力、アドバイスをいただきながら
努める事ができました。既に、副会長とし
ての活動を、はじめておりますが、単位
PTA活動、地区活動のサポートを第一に考
え、皆様と共に一年間活動をし、繋がりを
大事に行動してまいりますので、宜しくお願
いいたします。

　こんにちは、西部南地区選
出の副会長  西藤です。昨年度
の途中から都高P連に入り、ま
だまだ分からない事が沢山あ
り驚きと戸惑いの中、自分なり
に楽しく活動をさせて頂いて
ます。
やっぱり、同じやるなら楽しい
ほうが良いですよね。そんな
ポジティブな考えで、これから
も皆さんと楽しく活動できる
よう頑張ります。
よろしくお願いします。

　副会長2年目になります。また今
年も皆様とお会い出来る機会があ
る事が嬉しく思います。昨年は多く
の方々にご協力を頂き盛り上げる
事が出来ました。今年もそれぞれ
の地区活動を活発にして全体の都
高P連の活発さに繋がれば幸いで
す。過去の良い部分を取り残しつつ、
新しい風を入れていくために皆様
の知恵をお貸しください。
その為のキーワードは、一番難しい
けど和合だと考えています。人の繋
がりで大きなものを生み出して行
きましょう。

　東京地区高等学校PTA連合会大会に向けて、本来は都高P連
主催であり、8月に開催される全国大会とリンクしたテーマで考
案します。次世代を担う高校生のたくましく、健やかな成長を応
援するために、私たち大人が自分自身を見つめ直し、磨き学びの
場として開催出来るように企画していきます。

　実行委員一同、多くの皆様を迎えられますように、心を込めて
準備に当たってまいります。ご協力のほど、よろしくお願いたしま
す。

　昔々はじめてPTAに関わったのも広報委員派な笹原です。1年
間の短い時間ではありますが明るく楽しい委員会を目指し、皆さ
んと力を合わせて頑張りますのでよろしくお願い致します。
　調査広報委員会では都高P連の会報誌を年3号発行すること
を軸にPTAや子ども達の育成に関する情報の収集や調査を行っ
ております。今号でいえば8ページ目の「会長選出に関するアン

ケート」がそれにあたります。
さらに会報誌には年間を通した活動を記録に残す大切な役目
があり、それの集大成が年度末に配布される「活動のあゆみ」に
なります。あゆみの制作も調査広報委員会の大切な仕事になっ
ております。皆さんのご協力あっての調査広報委員会ですので今
後ともお力添えのほどよろしくお願いします！（切実）

学校教育委員会 委員長  金谷 豊（田無OB）

東京地区大会実行委員会 委員長  松井 真由美（久留米西OB)

調査広報委員会 委員長  笹原 良太（工芸OB）

Ｈ29年  学校教育委員会Ｈ29年  学校教育委員会

Ｈ29年  調査広報委員会Ｈ29年  調査広報委員会 Ｈ29年  子どもの貧困対策委員会（特別委員会）Ｈ29年  子どもの貧困対策委員会（特別委員会）

第30回  東京地区大会実行委員会第30回  東京地区大会実行委員会

・選挙管理委員会    ・加盟促進委員会    ・会則検証委員会・選挙管理委員会    ・加盟促進委員会    ・会則検証委員会都高P連 その他の委員会都高P連 その他の委員会

高田副会長高田副会長

木村副会長木村副会長 西藤副会長西藤副会長

池本会長池本会長

橋本副会長橋本副会長 砂金副会長砂金副会長

新旧事務局長あいさつ新旧事務局長あいさつ



会長選出に関するアンケート結果会長選出に関するアンケート結果

0808

81％81％

11％11％

8％8％

ある
ない
近いものはある

① 所属するPTAに役員選考に関する委員会はありますか？① 所属するPTAに役員選考に関する委員会はありますか？
50 件の回答

している
どちらでもない
していない
わからない

②その委員会は会長選出にあたり十分機能していますか？②その委員会は会長選出にあたり十分機能していますか？

④ 会長をお願いするのはどんな方が良いと思いますか？④ 会長をお願いするのはどんな方が良いと思いますか？

⑤ 会長を引き受けるきっかけになった事柄はなんですか？⑤ 会長を引き受けるきっかけになった事柄はなんですか？

42％42％

24％24％

20％20％

14％14％

46 件の回答

役員で手分けして探す
会長一人で探す
その他

③どのように会長を選出していますか？③どのように会長を選出していますか？

61％61％

18％18％
21％21％

23 件の回答

 ■責任感のある人×3 ■ 時間に融通がきく人 ■ 男性で、コミュニケーション能力があり、Pをまとめていける方 ■ 結局は断らない人だな ■ 出来れば男性、ダメなら女性 ■ 行動力のあ
る人 ■ 和を大事にする人 ■ 仏のような広い心の持ち主！ ■ 役員の中で一緒に活動したり意見をまとめてくれる方 報告のみをすればよいという位置付けはかえって、困る。 ■ 人柄 ■ 
周りからの信頼が厚く、みんなの意見を良く聞いてくれる ■ PTA 経験者、周りをちゃんと見れる人 ■ 真面目な人 人のために楽しんで動く人 ■ お母さんが役員大半しめる中、男性が違
った視点で見る形がよいと考えます。責任感はあるにこしたことありません。 ■ 責任感、協調性、心身共に健康であり、子どもの教育に理解ある方 ■ バランス感覚がある人、決断力があ
る人など ■ 学校に対して、先生方に対して、協力的であること。 ■ マネージメント能力がありそうな方  ■ 責任感のある人。 出しゃばらない人。 お父さん。 ■ 責任感・実行力 ■ 本校では
男（お父さん）がよいとされている。個人的にはリーダーシップより調整タイプ、仲介型が良いと思う。ICTスキルはスマホでメールが観られれば充分だが毎日チェックは必要（返信しなく
てもよいので）。会員・役員同士がメール上で諍いになることがありえるので仲裁が必要。 ■ 楽天的な人、小さいお子さんが居ない人、趣味のないお父さん ■ 情熱のある方、時間に融
通のきく方 ■ 時間の融通がきき、責任感がある人。人付き合いも上手な人。 ■ 責任感あり、自分の我が強くない人。 適切な状況判断が出来る人。 ■ 時間の融通が聞くマメな方 ■ いろ
んな事対応力 ■ PTA役員経験者  ■ 自己反省を込めて… チームワークを機能させる力（自分で動いてしまわない！）、包容力、そして鈍感力をお持ちの方、PTAの活動を増やしすぎてし
まわないバランス感覚も大事。 …私とは正反対(-_-;) ■ まず時間が取れて、人を取り込める人。 ■ やってくれる人（やってくれる人は積極的である） ■ 小中学校で(会長でなくても)役員
の経験がある人、責任感のある人 ■ 会長は校外活動が多い為、外に出れる方が良いと思います。 ■ 男性が好ましい。責任感がありルーズでない方。話上手、聞き上手。 ■ マネジメント
力 推進力 できれば人望 ■ 誠実であり、PTA会員のために損得を意識せずに対応できる人 ■ 長なので意見などを率先して言える人。 ■ 誠実な人 ■ 実働としては、副会長、会計の方々
がPTA活動の主体になることが多いと思いますので、その方たちのやりやすい雰囲気が作れる方がいいと思います。また、最終的には責任を取る方だと思うので、他の役員の方とコミュ
ニケーションが取れる方で話を聞いてあげられる方がいいと思います。 ■ 社交的な人、経験者 ■ 委員会や行事などに極力参加出来る方 ■ 問題意識の高い人、面倒見のいい人、子ど
ものために何かしたいと思っている人、周りの人の話を聞ける人、（いい意味で）策士であること、正直な人 ■ 高校の場合、まずは小、中PTA経験者。本部役員に信頼を得ている方。 ■ 責
任感がある人 ■ 女性。コミュニケーション力が高い人。でも、何より、貢献の心がある人。スキルなんか後からついてきます。 ■ ①責任感がある人（立候補でなくても、引き受けたからに
は会長職務に責任をもてる人）、②会話力がある人（わからないことはわかる人に聞く、仕事をふりわける、意見をまとめるなど） ■ 責任感のある人。皆んなの意見を聞いてくれる人 

 ■ 副会長に立候補してたが、いつまでたっても会長が決まらず、推薦委員があまりにも気の毒だったのでやむをえず。 ■ 雰囲気で役員をやることになり、最初に副会長ならと受けたが
、1週間後にやっぱり会長を受けてくれないかと打診があり、仕方なく受けた ■ 子どもと子どもの通う学校の役に立つなら ■ 一人っ子で最初で最後なので引き受けました ■ 推薦 ■ た
またま参加。楽しいお付き合いが増えたのでついつい深入り。 ■ 誰も会長だけやってくれる人が出ず、話合いが進まずやらざる負えない空気だった。 ■ 前会長からの引き継ぎもあった
が 委員会にて推薦されたから。 適任者がいなかった。 問題点を改善していく年度だと感じたから。 ■ やれると思った。他に居なそうだった。 ■ 役員からの熱望に負けた ■ おやじの会
のつながりで前会長から打診され、1年限定であれば今後のよい経験になること、学校に行く口実になることから引き受けることとしました。 ■ 選考委員長の人柄と校長推薦（校長が恩
師だった） ■ 役員定数を各役職で増やし、負担の軽減をするとともに、一般会員のお手伝い枠も増やし、会員全体で年間の活動を行えるようになったため。 ■ PTA役員の雰囲気が良か
ったから。 ■ 無理という答えはない ■ 器は全く無いし自営で休みも無い為時間的に余裕がないが子供が居ないのに会長にやって頂くのは申し訳けないのと学校側の事も考えた。 ■ 
前会長から声を掛けて頂き、迷いましたが、後を継たいと思いました。 ■ 活動量が自身で対応できる範囲であると感じたため。 ■ 断った時代わりの人が居なかったので、選出が面倒だ
から。断る理由が無かったので。 ■ 「あなただからお願いしたい」という言葉が心に響いた ■ 自分に出来る事を精一杯やろうと思った。 経験出来る事がが楽しく感じた。 ■ パソコンが
出来ないので、ほかの業務が出来ないため ■ 何かお役にたてるならと思い。  ■ 前会長の姿に感銘を受けており、その前会長から依頼を受けたので。 ■ 周りから堀を埋められて！ ■ 
会長候補のお子さんが退学したため急遽 ■ 昨年、副会長を努めてとても、まとまりあるメンバーに恵まれ、次年度は会長にと推薦されたので。 ■ 子供が学校にお世話になっていて、何
かしらお役にたてれば良いな？と思い、会長職を引き受けました。 ■ やりたい事があったから ■ 子供を救っていただいた都教委ならびに学校に恩返しをしたいから ■ 押しに負けた。 
■ 前会長に声をかけていただいたことと、他にいないのであればできる方が出てくるまでと思い引き受けました。PTAがある限り、誰かがやらなければならないので。 ■ 前会長の推薦 
■ 思い出作り。面白そう（未知の世界）だと思ったから。役員選出の場の「だんまり」に耐えられなかったから。 ■ 小、中、高、の会長はそれぞれ違うと思います ■ 率直に言えば行きがかり
上。どなたとご一緒か、ここが決め手でした。でも、いつも子供達のために何かできないかと思っていました。シングルマザーということもあり、出来る範囲で委員などをお引き受けして
いました。今回、下の子で会長を担いましたが、長子が小学生の頃から数えても、三役は二回目。仲間ありきだと思います。 ■ 互選会で初めて顔を合わした方々に、「会長を引き受けてく
れるなら私も本部役員を引き受ける」と言われたため。そのように言っていただけることに感謝しつつも、戸惑う気持ちでいっぱいだった。最終的には断りきれなかった。  ■ 2年の時副
会長だったから  

WEB アンケートへご協力頂きありがとうございま
した。50 名の方にご回答頂き以下のような結果と
なりました。次年度に向けた単位 PTA での運営委員
会の議題や役員選考の参考にして頂ければ幸いです。
なお、⑥の「 会長選出に関して自由意見」への回答
は都高 P連WEBサイトにて別途公開いたします。
ご協力ありがとうございました。
（今回頂いた回答はすべて掲載しています）

⑥ 会長選出に関して自由意見（自由回答）⑥ 会長選出に関して自由意見（自由回答）
地区の会長会、地区会など(の後の飲み会等)に会長以外の役員(次の会長やってくれそうなひとなら尚更)を連れて行く。会長の仕事の方が面白そう…と思うタイプの人がいるかもしれ
ない。 あとは、自分を磨く。 自分の言うことに首を横に振らせない様な魅力とオーラを身につけて、 ウンと言わす。
次の会長を決めるのが大変なので、1年間かけて、そういう雰囲気にもっていった。役員決めも、本部をみなさんやりたがらないので、日頃からコミュニケーションをとって、委員会から引
っ張りあげて、なんとか役員を増やした。
外堀埋める決めかたになるな
協力するから是非と言われ引き受けましたが、協力してくれず孤立。地区会長会が癒しの場です。
会長になるにあたって、他の本部候補の方々がサポートするから、一緒にやろうよと言ってくれたことが後押しとなったと思う。
自校では規約に推薦委員会というものがあるが昨年まで、全く機能していなかった 進歩的な保護者？又は攻撃的？な保護者の出現により当然だが規約に準じた選出方法を進める方向
になった 以前から 本部を仕切る副会長が仲間を指名するなどして特殊な集団のような雰囲気になりつつあった。中心の方たちは熱心に活動されているが一般の保護者には伝わりに
くい。PTAは自分達以外の保護者に注目してもらい、関心をもってもらう事が先ず一番だと思う。そのためにも会長は役員経験者から選ぶのが良い。一緒に活動して問題点にも関わって
きたからこそ解決の方向づけもできてくる。少しずつですが。 しかし。仲良くなければ続ける事が不可能なのも事実。 最近は自分が一般の保護者といつでも話せる位置にいることで都P
での研修も役立てることができていると感じている。
高校になると知り合いが少なくなり、アンケートの記載率が低い、提出率が低い。
うちの学校は…皆が仲良くて～自然的な流れが一番強いと思う チームワークだと思う
PTA会員との日々接点の場をどれかで多く持てるか、だと思います。
選出のために候補者に電話をかけて、説明や説得をする委員会(推薦委員会)の方々の活動が、短い期間に集中するため、仕事との両立や気配りの面での大変さが課題。 候補者同士が、
よく話し合い「互選」するという面が弱い。 選出の話し合いにすら出席が難しい候補者が増えているため、選出の方法だけでなく、活動内容や時期など全体での見直しを必要とする転換
期に差し掛かっているように感じます。
会長は現役員から選出するのがベストだと思います。自分が現役の時に次期会長を育てる事が大事だと思います。
みんなもっと大人になればいい
学校外での用事が多い。
やる気満々の人が既に居ますが、他に立候補する人が出てきたらどうすれば良いのか。
選出いうよりも、大半がやる人がいない中で、やれる人という感じで決まっているように感じます。
なる方はだいたい事前に覚悟しているように思えます。
各中学校からPTA役員経験者を推薦してもらい、直接声をかける方法がうまくいっている。
会長経験者が、この経験が非常に貴重で人生経験として素晴らしい、そして『苦労楽しい』活動であることをしっかりと伝える♪
会長選出はその都度適任と思われる方を一本釣り。 役員は事前にアンケートで意向調査。その中から前向きな方をピックアップし依頼。
役員をやってくれそうな人に声掛けはしています。会長になるかはその人次第。
役員のなり手がないので、その場しのぎで知人に役員をお願いする場合が多い。その場合、役員になる人が、PTAとは何か、役員とは何かということを考えずに、単なるボランティアと同
じ気持ちで活動したり、過去に役員経験、委員経験すら無かったりすると、心構えなど全て1から教えなくてはならず、また、小中学校と違い会う機会がぐっと少ないため、活動の楽しさを
伝えられず、単年でやめてしまったりするため、安定した組織活動がしにくい。
早めに動くのが良い。
任期は2年が良い (神奈川県 大石です
PTAが楽しいだけでなく、会長をしやすい環境づくり(大手企業で導入されているPTA役職休暇)の整備 
小中学校で経験がある人は比較的引き受ける傾向にあると思います。私含め。
予め気になる方に声をかけてお願いできたら良いのですが、会長ともなると、経験者以外は頑なに拒否します。PTA の活動が楽しいということをアピールするしかないのかと思います。 
我が校では数年前に会長やりたい方が数名いらして、ジャンケンで決めたというエピソードあります。
アンケートの活用やPTA経験者をリサーチしておいて､打診する。
「会長の仕事は全然大変じゃないですよ、みんなで分担すればいいんですよ」と言っても、誰も信じない。むしろ、会長経験者が「私は会長をやってみて、すごく楽しかった！会長をやって
本当に良かったと心から思う！」と前向きに自身の経験を語る方が、うまくいく可能性があるんじゃないかと思います（そういう風に会長が語れるよう、会長職を始めとするPTA役員活動
の内容を楽しいものにしていく必要はありますが。。）
今PTAは難しい時代なっていると思います。まずは、単P. 何かあったら、相談できる都高Pであってほしい。
エピソードは、上記。そもそもPTAとは？の大命題にPTA全体が取り組む必要があると思います。会長などの選出はもとより、先生方に参加が少ないのですから。更に言えば、このような
地域ベースでの会合もいかがなものか。かつて、殆どの会長が男性だった時代の名残を感じます。夜の会合など、母親の参加は、無理です。
本来ならば、ある程度本部の様子がわかったうえで会長になるのが望ましいと思う。本部役員もしくは各委員会委員長・副委員長あたりから選出されると、その後の活動がスムーズだと
思う。
会長は責任感があって性格含めどういう人だか分かっている人が良い。
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