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第 64 回全国高等学校 PTA 連合会大会 福井大会開催!  「教育と考福」をテーマに
  茂木健一郎氏の基調講演を皮切りに 福井各地で「未来に引き継ぐ知と恵み」を考えた 3日間を報告します

平成 26 年 8 月 21（木）・22（金）・23 日（土） 於・サンドーム福井 他
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幸福とは

「これがあるから」「これになれ

たから」幸せだ、「ないから」「なれ

なかったから」不幸だというわけで

はない。フォーカシングイリュージ

ョン（幻想）にこだわってしまうこ

とが不幸の原因である。

メーテルリンクの「幸せの青い

鳥」の寓話は、幸せというのは実は

今の自分の状態であり、色々な人と

出会い、他人の鏡に映った自分を見

つめることの大切さを示唆してい

る。

他人と自分は違う、欠点も含めた

自分の個性ってなんだろうと見つ

める中で、自分の幸せを見つけてい

くのが人生の旅の目的である。

第 64 回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 福井大会 基調講演

今 求められる 考 福 脳～脳科学者からの提案～

脳科学者 茂木 健一郎 氏

2014 年 8 月 22 日（金） 於・サンドーム福井

欠点と長所

幸福というのは自分の個性を受

け入れるところに鍵がある、欠点の

直ぐそばに長所がある。

俳優トム・クルーズや弁護士ゴイ

エスらは、失読症がゆえに人の話を

聞いてその場で全て記憶・理解する

能力が発達した。

経営者リチャード・ブランソン

は、自分ができないことを他人に適

材適所で任せる能力、そのため人間

関係を円滑に保つ能力が発達した。

欠点があってもいい、自分の長所

を伸ばせばいい、全部一人でやる必

要はない、チームを組んでやればい

いということを子供に伝えること

が大切である。

脳の成長

人間の脳は自分ができないと思

っていたことができたときに最大

の喜びを感じ、ドーパミンが出て成

長する。それは年齢には関係ないの

で、何歳になっても苦手なことに挑

戦することが大切。

もはや高等学校も「××大学に何

人入りました」で評価される時代で

はない。日本の教育もどんどん変わ

っていかなければいけない時代。そ

んな中で我々に必要な能力とは、批

判的思考力・システム的思考力そし

て英語力であるが、苦手な人はそれ

が得意な友を持てばよい。自分の欠

点をユーモアをもって語れる余裕、

他人への優しさが重要である。

基調講演を聴いて～参加者の声 ★尾木ママ降板は残念だったけれ

ど、茂木パパの講演は素晴らしかっ

た。

幸福の鍵は自分の個性を受け入れ

る、そして伸ばす。短所のすぐそば

に長所がある。これがないと幸せに

なれないと思っていると幸せにな

れない。聞いたこと有る言葉だった

けど、再認識させられました。自分

が出来ないと思っていたことが出

来たときドーパミンが出る。脳は一

生学び続けることが出来る。何か新

しいことに挑戦したいなぁと思い

ました。

★茂木ワールドに引き込まれまし

た。我が子に当てはめて考えると、

親からの見方が変わります。

★とても楽しくアッという間の１

時間でした。短所や欠点の裏側にあ

る長所、意識して見つけて褒めて育

てようと思いました。そして、自分

自身も挑戦することを忘れずに、子

どもと一緒に成長していこうと思

います。

★新しいことや、苦手なことにチャ

レンジし、学び続けることの大切さ

や、個性を認め合うことが大事だと

いうこと、欠点は悪い事ではない⇒

ユーモアを持って自ら語れる余裕

があればいい・・など、とてもポジ

ティヴな気持ちになれて良かった。

★とても大切なことを改めて気付

かせていただき、感謝しておりま

す。
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平成26年春

入学式の頃にちょうどチューリ

ップが咲いて、新入生や在校生のみ

なさんの目に留まって、少しは心が

和らいでくれたのではないかと思

います。私の娘が「ラベンダーの紫

が綺麗だったよ」と言ってくれた時

は、ちょっとほっとしました。

心の中の花

我々がやったことは耕して花を

植えただけなのですが、落ち込んで

いたり心に問題を抱えている子は、

下を向いて歩いていると思うんで

すね。そのときに花が目に入ってき

て、少しでも心が和んでくれたので

はないかなと思っています。

もうひとつ良かったのは、園芸部

の先生・生徒方と PTA 役員とが一

致協力して花壇を作れたことが、何

より良かったことだと思います。

皆様の学校でもやって出来ない

ことはないと思いますので、是非や

られてみてはいかがでしょうか。

全国高 P 連大会福井大会 第 3 分科会～連携・協働への啓発～ 事例発表

「心の中の花」

発表者: 東京都立片倉高等学校ＰＴＡ会長 松本 成仁

於・福井フェニックスプラザ

東京都立片倉高等学校

・八王子の豊かな自然

・普通科と造形美術コース

・校訓は「開拓」「創造」「協力」

・吹奏楽部は全日本吹奏楽コンクールの常連

・運動部も活躍

  硬式野球部、バトミントン部、陸上競技部、卓球部、

  アメリカンフットボール部

メンタル！？

PTA 会長として初めて学校保健

委員会に参加した際、思いのほか多

くの生徒たちがメンタル面の理由

で保健室を利用し、またスクールカ

ウンセラーを利用している実態を

知りました。

たんぽぽ

PTA として何か生徒たちの力に

なれないかと思いながら駅に向か

って歩いていると、たんぽぽの綺麗

な黄色の色が目に飛び込んできま

した。

そこで、通学路に面した校庭に花

壇を作り、登下校の時に咲いた花を

見せることで、子供たちの沈んだ気

持ちを少しでも和ませることがで

きるのではないかと、花壇整備を決

めました。

開墾前

校長先生や企画室長を口説き落

として何とか校庭脇の花壇設置の

承諾を得て、まずは元々植わってい

た芝生を自分たちで剥がしはじめ

ましたが、非常に根の深い丈夫な芝

生で大変苦労しました。

毎週土曜日、子供たちの部活動を

頑張っている横で、頭にタオルを被

って長靴を履いた変なオッサンが

土を掘っているところを想像して

みてください。

宿根の草花

植える花は、メンテナンスを考慮

して宿根草を選びました。シュウメ

イギク、ラベンダー、シャスターデ

ージー、ジャーマンアイリス、ガウ

ラ、モナルダ等を、PTA 役員と園

芸部の先生・生徒で植えました。

植付け後

当初は私の頭くらい寂しい状態

でしたが、定期的に雑草処理等を

し、冬にはチューリップの球根を植

えました。
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各分科会テーマ

分科会 テーマ 会場

全国高 P 連

研究発表

進路選択と親子のコミュニケーション

第１部：講演「第６回高校生と保護者の進路に関する意識調査２０１３から」

第２部：座談会

サンドーム福井

第１分科会 学校教育と PTA ～真の信頼構築への啓発～

事例発表

【東北】山形県立置賜農業高等学校ＰＴＡ【東海】三重県立松阪高等学校ＰＴＡ

【近畿】兵庫県立太子高等学校ＰＴＡ【九州】指宿市立指宿商業高等学校ＰＴＡ

ハーモニーホールふくい

（福井県立音楽堂）

第２分科会 進路指導と PTA ～立志と目標追求への啓発～

事例発表

【関東】埼玉県立越谷北高等学校ＰＴＡ【東海】愛知県立東海商業高等学校ＰＴＡ

【北信越】新潟県立明鏡高等学校ＰＴＡ【九州】沖縄県立那覇国際高等学校ＰＴＡ

越前市文化センター

第３分科会 生徒指導と PTA ～連携・協働への啓発～

事例発表

【北海道】北海道名寄高等学校ＰＴＡ【東京】東京都立片倉高等学校ＰＴＡ

【近畿】大阪府立四條畷高等学校ＰＴＡ【中四国】山口県立防府商工高等学校ＰＴＡ

福井フェニックスプラザ

第４分科会 家庭教育と PTA  ～家庭教育力への啓発～

事例発表

【東北】岩手県立金ヶ崎高等学校ＰＴＡ【関東】北杜市立甲陵高等学校ＰＴＡ

【北信越】長野県豊科高等学校ＰＴＡ【中四国】島根県立松江北高等学校ＰＴＡ

敦賀きらめきみなと館

特別第１分科会 ものづくりの国、巧の技は次代へ 鯖江市文化センター

特別第２分科会 自然・命・守るべき宝は今も 敦賀市民文化センター

分科会に参加された一部の方から現場のレポートを頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

基調講演の後、各分科会テーマごとにそれぞれの会場に別れて、講演、パネルディスカッション、または事例発表が

行われ活発な協議がなされました。

第 1分科会  テーマ：学校教育と PTA ～真の信頼構築への啓発～

第 1 分科会は、世界有数の設備を誇る「ハーモニーホールふくい」で実施されました。足羽高等学校中国語部に

よるステージとパイプオルガン奏者の松井莉紗氏による演奏の後、山形県立置賜農業高等学校・三重県立松阪高等

学校・兵庫県立太子高等学校・鹿児島県指宿市立指宿商業高等学校の 4 校から特色ある興味深いテーマを聞くこと

ができました。

共通テーマは「学校教育と PTA ～真の信頼構築への啓発～」でしたが、各校の PTAが学校の教育目標を理解し

て、学校を盛り上げ、生徒の活動を支援するために努力を惜しまずに協力している様子がにじみ出ていました。ま

た 4 校に共通していたことは、指宿商業高校の寸劇を交えた楽しい発表に象徴されるように、苦しみながら活動し

ているのではなくて、保護者も楽しみながら学校教育に係っているということでした。

最後に福井大学院教授 松木健一氏のパワーポイントによる講評を得て、満場の拍手のうちに終了しました。

東京都立永山高等学校校長 小野村 浩

特別第 1分科会 テーマ：ものづくりの国、巧の技は次代へ

（福井地場産業の経営者の方々をパネラーに迎え）パネルディスカッションが行われ、会場参加者からも「若者を

採用する基準は何ですか？」「高校生、地域に対するアクションは？」などの活発な質問が出された。

各パネラーからは「来る者は拒まず、どう育てるかが大切」「挨拶が出来る子、一つの物事をきちんとできる子は、

どこでも大丈夫」など率直な回答が返され、具体的には「ベッカムが、アメリカに家を建てる際、壁紙に（自社製品

の）和紙を使用したことを話すと、高校生の目の色が変わる」「高校時代にやりたい事がわかっている人は、極一部

なので、ものづくり博覧会などを見てもらう」など『興味を持つこと、そのきっかけとなる体験をすること』の大切

さが伝えられた。

興味を持ち、好きになり、一つの仕事に対し、一生懸命に貫き通す職人の世界観は、すばらしいと思った。

高校生の娘にも今一生懸命になる物があれば、将来就職した時にもまた見つかるのではないかと感じた。

将来のためにも今しかない高校生活を充実したものにして欲しい。また、自分自身も一生懸命な姿を見せなければ、

と背筋を正す有意義な時間となった。

東京都立八王子北高等学校PTA会長  馬込 ゆかり
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☆記念講演を聴いて☆

★恐竜にとても興味があり、東先

生の話を楽しみにしていました。

恐竜の歴史を整理して聴くことが

でき面白かったです。ただスクリ

ーンの画像が見えにくく、本当に

残念な感じがしました

★普段は触れることがなかった内

容で、とても貴重な時間でした。

☆分科会について☆

★全国の高校の PTA 活動が見え

ました。アイデアが豊富で参考に

なりました。

★聞いているだけのパネルディス

カッションではなく、テーマを一

つに絞って参加型のほうが嬉しい

かな？と思いました。

★表題と副題の内容が、実際の発

表内容となかなか結びつかなかっ

たり…難しいですね。発表者の方

の熱意は十分伝わりました。

★それぞれ興味深い内容で、すべ

て聴いてみたかった! 福井の幸

福度、学力、三世代同居率、の高

さは教育と考福を考える上で非常

に良い手本になる地域だと感じま

す。

★4 つの学校それぞれに特色のあ

る活動をされていた。おやじの会

でお父さん方が活躍している学校、

地域と連携し、フリーマーケット

やお祭り、 防災訓練、地域清掃、

など・・どの学校も、学校・地域・

PTA が一体となって子供たちの学

校生活・教育支援を愛情を持って

惜しみなく活動されていることに

感銘した。我々の学校でもぜひ、

できることから取り入れてみたい

と感じた。

☆大会・ツアーを通して☆

★福井県の永平寺、東尋坊の観光

もとても良かったです。

★記念講演が恐竜なら、恐竜博物

館を見せてほしかったと思います。

★他県の方との直接的な交流は出

来ませんが、人柄に触れる事は出

来ました。東京地区の方とは、地

区外部屋割りでしたので、お互い

に苦労話や行事への関わりなど、

情報交換ができました。

★他校Ｐの方と知り合えたことも

収穫でした！

★もっといろいろな学校の方とお

話する機会があれば、良かったと

思います。

★下村文科相より教育改革のお話

があり、いずれも実現に向けさら

に一歩踏み出してほしいです。

★生で現職大臣のお話を聴ける機

会はこの会ならでは・・。学校教

育や、PTA にも理解のある近い存

在に感じ、在職中にもっと、高校

生の貧困問題など、身近な問題も

早期改善をして頂けたらと感じた。

★大会では、福井の皆様に大変温

かいおもてなしをしていただき、

感謝の気持ちでいっぱいです。

★敦賀で杉原千畝氏の記念館にも

伺いましたが、高校生の案内で更

に興味深く見学出来ました。

★文武両道で教育に熱心な福井県

だけに、本当に特色(強み)のある学

校が多いと感じた。まず、オープ

ニングで観た、吟剣紙舞道の芸術

的な舞に圧倒され、２日目も全米

で優勝した福井商業のチアリーダ

ー部の迫力のダンス、足羽高校中

国語部による学校紹介など・・東

京の高校も何か特色を出せていけ

るといいな・・と感じた。

★アトラクションは完成されてい

て、大変素晴らしかったです。特

に和太鼓については、是非また観

たいと思いました。

★吹奏楽部演奏の両校、演奏はも

ちろん。歌や踊りなどを交え観客

を巻き込みながら楽しい演奏をし

ていました。子どもたちから笑顔

のひと時を頂きました。

★観光も見所を回っていただき、

とても良かった。宿泊地もとても

おもてなしの精神が随所に表れて

いて、快適に過ごせました。素敵

なお宿で、部屋・お料理・温泉と

も申し分なし。最終日の夕食時、

懇親会にて地区の違う方とも交流

を図れて、大変有意義でした。

★全国から集まったＰＴＡの連帯

感、高揚感は今まで経験した事の

ないもので、感動しました。

特に会場内での福井県のＰＴＡの

皆さんは笑顔で対応してくださり、

あたたかい気持ちになりました。

子ども達のために何ができるのか、

考えるいい機会を与えていただい

たと思います。

参加して本当によかったと思いま

す。ありがとうございました。

（板橋・向丘・府中・竹早・杉並・

国立・調布南各 PTA の皆様の御協

力を頂きました）

福井大会 参加者の声・声・声
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保護者へのお願い

学校に通うことが薬物乱用の抑

止力になっていますので、子供に居

場所を作る（ドロップアウトさせな

い）ことと、子供と向き合う時間が

必要です。

なお、ドロップアウトの比率は女

子が高く未成年者の覚醒剤事犯は

女子の方が多くなっていますので

気をつけて下さい。

我が国の課題として、危険ドラッ

グに関する若者の誤った認識（ソフ

トドラッグ、捕まらない等）の是正

が必要です。

危険ドラッグはパッケージが綺

麗なので品質管理された製品に見

えますが、実は何が入っているか分

かりません。覚醒剤よりも毒性が強

いこともあります。

学校・家庭に求められること

≪常識の確認≫

信用できない場所で（人が）売

っているもの（もらったもの）を

体に入れない（食べない、吸わ

ない）

シンナー使用経験のある中学生

では、家族で夕食をとれない生徒、

子供だけで毎日３時間以上過ごす

生徒の割合が高く、喫煙経験がある

生徒では、家族から大切にされてい

ないと考えている生徒の割合が高

くなっています。

子供が安心できる場を提供する

のが大人の責務ではないかと思い

ます。

平成 26 年度東京都教育委員会委託事業 東京都高等学校ＰＴＡリーダー研修

講師 北垣邦彦氏

「青少年による薬物乱用の現状と家庭・地域・学校の防止対策」

～家庭・学校・地域・社会との連携でＰＴＡのできること～

2014 年 11 月 9 日（日） 於・アルカタワーズ錦糸町

●北垣邦彦氏プロフィール

薬学博士

文部科学省スポーツ・青年局 学校健康教育課 健康教育企画室 健康教育調査官

一般財団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 薬物乱用防止パンフレット編集委員

青少年による薬物乱用の現状

我が国における薬物事犯の中心

は、検挙人数の割合が84%を占める

覚醒剤で、次に12%を占める大麻で

す。覚醒剤の乱用は過去3回のピー

クがあり、第一次乱用期（戦後の混

乱期）、第二次乱用期（高度成長期）、

そして第三次乱用期（平成９年頃か

ら現在）となっています。第三期で

は、中、高校生のファッション感覚

による乱用急増に対する対策の必

要性が叫ばれています。

政府としては、犯罪対策閣僚会議

の下に薬物乱用対策推進会議とい

う組織を設け、国の方針（薬物乱用

防止五か年戦略）を決定しました。

我が国の高校生の薬物事犯は他の

先進国と比較してずっと少なく、近

年さらに減少していますので、国の

諸対策が一定の成果を上げている

と思われます。ただし、若者が海外

に行く機会も増えていますので、海

外では注意してください。

大麻事犯も減ってはいますが、若

者・一般人の割合が多く、覚醒剤へ

の入り口になると考えられます。ま

た、近年は乱用される薬物が多様化

しており、若者への広がりが懸念さ

れています。

我が国の薬物問題の課題

薬物乱用対策には、薬物の需要と

供給の抑制の両方が必要

最終目標である薬物事犯の根絶に

は、供給を断つ必要がある

供給を断つことが困難であることか

ら、需要の抑制に期待が高まる

薬物乱用防止教育の考え方

薬物乱用対策には、「需要」と「供

給」の両方の抑制が必要ですが、国

際化時代で「供給」をゼロにするの

は非常に困難です。

そこで「需要」の抑制には教育が

重要ということで、現状では、薬物

乱用防止に関する指導はほぼ全て

の学校で行われています。警察職

員、麻薬取締官ＯＢ、学校薬剤師等

を招いての「薬物乱用防止教室」が、

小６、中３、高１の時点で行われて

います。

しかしながら、喫煙、飲酒、薬物

乱用教育では“おそろしさ”を強調

すればよいのでしょうか？ それ

だけではありません。依存症者の特

徴として「自己評価が低い」等があ

り、それらに対する適切な指導も重

要です。

青少年が「興味・関心」を持つこ

とは良いことですが、そこから「危

険行動」に進まないよう家庭、地域、

教育の力が必要です。

「正確な情報（健康被害、罰則等）」

と「生きる力」が抑止力になります。

「生きる力」（ライフスキル）

 目標を決めてそれを実現す

ることができる

 情報を収集し正しく理解し判

断できる

 日常的におこるストレスに適

切に対応できる

 家庭や仲間とよく話し合い良

い、人間関係を保つことがで

きる
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東京都に属する伊豆諸島には、都

立高等学校が 7校（大島・大島海洋

国際・新島・神津・三宅・八丈）あ

ります。これらの高校は、都高Ｐ連

の加盟校です。（この他、小笠原に

も 1校あります。） 

 今回、11月15日(土)～16日(日)の

日程で八丈島にて『島しょPTA連絡

協議会合同研修会』が行われました。

この大会は、島しょの小中高校のＰ

ＴＡが合同で2年毎に行う催しです。

今回のテーマは「育てよう！ たく

ましさと豊かな心。 夢と希望をも

とう 島の子どもたち！」です。 

 

 11月15日(土)の朝4:30に起きて

羽田空港へ。7:30発の飛行機で八丈

島へ向かいました。乗客はPTA関係

者ばかりでした。八丈島空港では、

ハイビスカスの花のついた素敵な

プラカードを持ったPTA関係者の

出迎えを受けて感激しました。 

 

 大会は、小学生によるダンスのア 

トラクションで始まりました。開会

式の後に、宮下純一氏（北京オリン 

ピック 水泳 銅メダリスト）による 

講演会「島っこに夢や希望をもたせ

よう」がありました。午後は、分科

会：①「島の子どもの教育」につい

て～高校での進路選択と卒業後の

進路、②「島ことば・八丈の文化な

どの継承」について～教育委員会・

各学校の取組、③「島の自然をめぐ

る」～ガイドウォーク（フィールド

ワーク）、④「八丈島の歴史をめぐ

る」～ガイドウォーク（フィールド

ワーク）がありました。 

 納見は①に出席しました。ここで

は、八丈高校でのキャリア教育の一

環として行われる「クリティカルシ

ンキング」の模擬授業が行われまし

た。複眼力をテーマに、出席者に参

加してもらう形の分科会で、非常に

内容の濃いもので、参考になりまし

た。ぜひ、他の高校でも取り入れて

欲しいと思います。 

 

 夜の懇親会では、納見が乾杯の挨 

拶ということで、島しょ地区の高校

も都高Ｐ連の一員であるというこ

と、大島海洋国際高校の実習船が航

海できない窮状を改善するよう東

京都に働き掛けていること、などを

話しました。 

 11月16日(日)は、島内めぐりのツ

アーに参加しました。八丈富士ふれ

あい牧場から島全体を俯瞰し、南原

千畳敷を歩き、黄八丈染元ゆめ工房

と八丈島地熱館を見学しました。南

の島というイメージから、暖かいこ

とを想像していたのですが、西風が

吹いて肌寒い2日間でした。 

 *     *     *  

今回、島しょ大会で八丈島に来て、

八丈高校の先生の言った言葉が非

常に印象に残りました。それは、「島

の高校生は、卒業したらほぼ100%

島を出て行く。なので、高校の内に

自立できる力をつけさせる」という

ことです。 

高校卒業後も親元に居続けるこ

との多い都区内や多摩地域の子ど

もたちにも、ぜひともこのような

「自立できる力」を、せめて心構え

だけでも身に付けて欲しいと思い

ました。 

 

 

第22回 東京都島しょＰＴＡ連絡協議会 合同研修会               

八丈島・青ヶ島大会 訪問記 

2014年11月15日‐16日         
東京都公立高等学校PTA連合会 会長 納見 敏明 
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10月25日、都高P連に再加盟され

た東京都立石神井高校（中部北地区）

へ、都高P連を代表して池本副会長が

表敬訪問し、川嶋校長、山岸PTA会

長にお話を伺う機会を頂けました。

石神井高校は練馬区内、武蔵関公園

のほど近く静かな住宅街の中にあり、

旧制東京府立第十四中学校としての開

校から70余年の歴史を持つ伝統校で

す。近年では平成19年に新校舎が完

成し、平成22年には東京都教育委員

会重点支援校としての指定、さらに今

年度は東京都教育員会より「オリンピ

ック教育推進校」の指定を受けるなど、

新たな時代に向けての「グローバル感

覚を持つ人材育成」に力を注がれてい

ます。

都高P連への再加盟について川嶋校

長は「昨今、都立高校に共通している

課題は、学校単体の中で解決できる範

疇を超えつつある。」と言われ、他校と

の連携、情報の共有といったことの重

要性を深く理解頂けたうえで、今回の

再加盟に対しても大いに賛成して頂け

たと山岸PTA会長から説明頂きまし

た。

現在の石神井高校での学校側と

PTAとの協力体制、連携について詳し

く伺うと、具体例として学校HP上で

の「PTA便り」のご紹介を頂きました。

「PTA便り」は

同列で公式HP上

に掲載されていて、

記事の編集、ペー

ジの更新も学校の

先生がされている

とのこと。その緊

密な協力関係と、

強い信頼関係に

池本副会長も「まさに理想的な関係で

すね。是非とも事例として都高P連で

紹介させて頂きたい。」と驚きと称賛の

言葉で返しました。

（写真左から 山岸PTA会長、川嶋

校長、池本都高P連副会長）

          文責 上田晋也

都立石神井高校が都高Ｐ連に再加盟

☆第2回全都会長会 が開催されました

2014年10月29日、都高P連第 2回全都会長会がオリンピック青少年センターのセンター棟101号室で行われました。

今回は、都高P連がどんな活動を行っているかを知ってもらうために、各担当者から内容や予定等の報告がありました。

都高P連には次のような委員会があります。

「東京地区大会実行委員会、調査広報委員会、学校教育委員会、子どもの貧困対策委員会、災害対策委員会、実務即行

委員会、選挙管理委員会」

各委員長から活動報告がありました。

各副会長からは全国大会について、学校支援センターについて、保険について、全高P連での活動について、研修会等

について説明がありました。

内容についてはホームページ、会報をご覧になるか。事務局にお尋ね下さい。

☆2015年前半の主な予定

2月 7日（土）            中部南地区生徒発表会「音(ね)♪語りあおうよ」   狛江市西河原公民館多目的ホール    
2月21日（土）             第3回全都会長会                           オリンピック青少年センター        
3月18日（水）             都高P連会長選挙                           オリンピック青少年センター         

5月21日（木）             新旧全都会長会                            オリンピック青少年センター         
6月 6日（土）             広報誌コンクール ・ 第27回定期総会           オリンピック青少年センター          
7月11日（土）            第 27回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会       オリンピック青少年センター  
8月19日（水）～21日（金）第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会岩手大会 岩手県

【年3回発行】次号は『子どもの貧困対策シンポジウム』『各地区活動』を特集して3月発行予定。ご期待ください！

印刷：株式会社アポロ社 TEL : 03 (3954) 5011


