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日頃よりPTA活動へのご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
令和 ３ 年度定例総会（書面決議）において、昨年度に引き続きまして会長を拝命いたし

ました山本浩司でございます。本年度も県内児童・生徒の安心・安全、健全育成に尽力致
します。何卒宜しくお願いします。

昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響によって、学校が一斉に休校となり、子ども
達の日々の学びが止まってしまうという事態が発生しました。前代未聞の非常時・緊急時
と言っても過言ではない中で、PTA活動も縮小・延期といった大きな影響を受けました。

これらの急激な変化を受け、広島県PTA連合会においても今後のPTA活動についての
意見を交わす中で、「変化の時代だからこそ「いま、ここ」に根を張り花を咲かせる子を
育もう！」をスローガンとして新たなPTA活動を創造しようとしています。

「制限があるからなかなか活動できない」ではなく、今一度何のために誰のために活動
しているのか振り返りながら、大切な子ども達の未来のためPTA活動を通して家庭教育力

の向上に努めていきましょう。
また、世の中の激変の中で、いろいろなことに関して真偽が不明な情報が数多く拡散されております。私たちPTA

は「大切な子ども達をしっかりと育むために」という目的を見失うことなく、取り組むべき方向をしっかりと捉え、
共に進んでいきましょう。

さて、学校においては「GIGA（＊ １ ）スクール構想」が文部科学省の肝いりでスタートし、学校教育へのタブ
レット等の導入が急ピッチで進められています。今後は必要な情報が必要な時に提供される新たな未来社会（Society 
５．０）（＊ ２ ）を迎ようとしております。そのような時代に子ども達と電子メディアのかかわり方について、PTAとし
ても今後の取組みを一考しなければならないと思っています。ハード部分の遮断や時間削減ではなく、ソフト面での
何が必要で何が不必要なのかを家族で取り組み活用していただけたらと思います。「みんな」に必要なものを「みんな」
で考えていくことこそが大切になろうと思います。

最後になりましたが、今後もPTA活動を通じ、子どもたちの明るい未来を築いていくことができるよう、本連合
会に対し、ご支援を賜りますようお願いもうしあげ、会長就任のあいさつとさせて頂きます。
＊ １   Global and Innovation Gateway for Allを略したもので「全ての人にグローバルで革新的な入口を」という意味。
＊ ２   狩猟社会（Society １．０）、農耕社会（Society ２．０）、工業社会（Society ３．０）、情報社会（Society４．０）に続く新たな社会が

Society ５．０と呼ばれている。

令和３年度 広島県PTA連合会会長あいさつ

広島県PTA連合会
会長　山本 浩司

三役会の様子



令和３年度 広島県PTA連合会 新役員

1 年間宜しくお願いします。

令和 ３ 年度広島県PTA連合会理事メンバーです。
役職名 名　前 所属郡市Ｐ 所属学校
会　長 山本　浩司 呉市 横路中
副会長 山田　洋子 大竹市 小方中
副会長 佐々木健作 東広島市 安芸津中
副会長 藤井　裕久 福山市 東中
副会長 西村　恵子 東広島市 西条中
副会長 生田　真紀 世羅郡 世羅小
会　計 森岡　絵美 福山市 駅家南中
理　事 橋本　和博 廿日市市 廿日市中
理　事 髙先　秀樹 江田島市 大柿中
理　事 永福まどか 豊田・竹原 忠海学園
理　事 西山　　優 安芸郡 府中中
理　事 松本　一樹 山県郡 豊平学園
理　事 岡﨑　　勇 安芸高田市 美土里小
理　事 舛山　勇二 三原市 本郷小
理　事 村上　純平 尾道市 栗原中
理　事 眞田　恭行 府中市 第一中
理　事 岩本　義樹 神石郡 神石小
理　事 原田　裕子 三次市 甲奴中
理　事 福田　和典 庄原市 口和中
監　事 寺岡　公章 大竹市 大竹小
監　事 小野　哲生 府中市 府中学園
監　事 戸田　　淑 山県郡 筒賀小

新型コロナウイルス感染の猛威が収まることのな
いまま１年が過ぎ、昨年度に引き続き定例総会は書
面決議となりました。

ワクチン接種が始まり、大学や企業などの職域接
種も広がる中、元通りの生活を少しずつ取り戻しな
がら、急速に広がったデジタル環境を今後も取り入
れた活動ができればと思います。

全・小中学校PTA会長研修会
� →�広島県PTA連合会�会長研修会
※ 例年６月定例総会時に開催

全・小中学校PTA母親代表研修会
� →�広島県PTA連合会�会員研修会
※ 例年12月初旬開催

令和３年12月４日（土）予定
　現在内容について協議中ですが、前年度に引き続
きWEBでの開催を予定しています。会場の収容人
数の関係で参加要請数を限定していましたが、今回
は広島県内のPTA会員で参加申込みいただいた方
全員に視聴いただけるよう準備中です。
　詳細決まりましたら、各郡市P連の事務局よりご
案内しますので、県内多くの方のご参加をお待ちし
ております。

シンボルマーク受賞者 ※学年は令和２年度のものです

賞 所属学校 お名前
最優秀賞 呉市立阿賀中学校 保護者 畝　　祐児

優秀賞

尾道市立栗原中学校 １ 年 佃　　愛音
尾道市立栗原中学校 １ 年 杉原　　綾
神石高原町立
来見小学校 ５ 年 横山　華來

呉市立仁方小学校 ４ 年 広瀬翔一朗

第71回 日本PTA全国研究大会広島大会第71回 日本PTA全国研究大会広島大会

※撮影のためマスクを外しています

令和3年度が
　　始まりました！

HIROSHIM
A

2023
PTA

島
廣

名称が変更になりました！

令和３年度広島県PTA連合会�会員研修会
（旧全小・中学校PTA母親代表研修会）開催します！

令和 ５ 年 ８ 月開催予定の第7１回日本PTA全国研究大会
広島大会のシンボルマークとして使用します！

受賞された皆様  おめでとうございます！受賞された皆様  おめでとうございます！
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　広島県内の小学校１7点、中学校 7 点、合計２４点の応募があり、
令和 ３ 年 ４ 月 ９ 日（金）に広島県PTA連合会事務局にて審査を
行い、その中から、小学校 7 点、中学校 ５ 点の受賞が決まりま
した。優秀作品は、（公社）日本PTA全国協議会へ一次審査通過
作品として送付し、全国から集まる中から二次審査に進みます。

福山市立久松台小学校PTA 尾道市立高須小学校PTA

尾道市立三幸小学校PTA呉市立呉中央小学校PTCA福山市立高島小学校PTA

神石高原中学校PTA 尾道市立高西中学校PTA

広報紙コンクールについて

〜広島県PTA連合会 小・中学校PTA広報紙コンクール 入賞校一覧〜〜広島県PTA連合会 小・中学校PTA広報紙コンクール 入賞校一覧〜

優　秀　賞優　秀　賞

『ひさまつだい』 『たかすっ子』

『MIYUKI LIFE』『育て！ゆめの木』『たかしま』

『ひかりのそのさきへ』 『鶴羽ヶ丘』

尾道市立向東中学校PTA 福山市立大門中学校PTA
『地の塩』 『大門』

尾道市立土堂小学校育友会
『尾道市立土堂小学校
育友会会報誌 Ti-PRESS』

広 報 委 員 会広 報 委 員 会
特 別 賞特 別 賞

尾道市立栗原小学校育友会
『栗っこタイムズ』

尾道市立御調中学校PTA
『こだま』

小学校PTAの部 中学校PTAの部

食育食とSDGsを考える
皆さんは、いろいろなメディア等を通して、SDGsという言葉を聞かれたことがあると思います。SDGsとは、

令和１２年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。少し遠い世界のことのように感じられるかもしれ
ませんが、SDGsの１7の目標を見てみると、【目標１４ 海の豊かさを守ろう】「持続可能な開発のために、海洋・海
洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」、【目標１５ 陸の豊かさも守ろう】「陸域生態系の保護、回復、持続可能
な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を
阻止する」など、私たちの生活を支える食料生産や環境に関わる目標が多く掲げられています。また、【目標１２ つ
くる責任つかう責任】「持続可能な消費生産形態を確保する」という目標については、例えば、輸送のためのエネ
ルギー消費量が少ない地場産物を活用することや、大根の葉のように普段は廃棄されている部位を食材に取り入れ
るなど、できることは他にもありそうです。ちなみに、大根の葉は、１００g当たりカロテンを約３９００㎍含んでおり、
立派な緑黄色野菜といえます。

さて、広島県教育委員会では、平成２５年度から実施してきた「ひろしま給食１００万食プロジェクト」をリニュー
アルし、今年度から、「ひろしま給食推進プロジェクト」として展開します。今年度の食育テーマは、『「ひろしま
給食」でSDGsを考えよう！！～未来へつなげる、産地とつながる食卓～』です。プロジェクトの一環として、このテー
マに沿った「ひろしま給食」メニューを広く募集しています。詳しくは、広島県教育委員会のホームページに掲載
しています。お子さんと一緒に、「ひろしま給食」でSDGsを考えてみませんか。

広島県教育委員会　豊かな心と身体育成課
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充実の補償で
お子様を

サポートします
＊病気入院補償は
Hプラン・Wプラン
のみ対象です。●誤って他人のものを

壊したり、他人にケガを
させてしまったら…
（加害事故の補償）
インターンシップ（職場体験）
等に起因する法律上の賠償責任
も対象になります。

充実の補償でお子様をサポートします。
広島県PTA連合会
小・中学生総合保障制度

お問合せ先・取扱代理店：㈱東京海上日動パートナーズ中国四国　TEL：0120－018－217
保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 広島支店 広島中央支社　TEL：082－511－9194

引受幹事保険会社

●学校管理下中の学用品・
　身の回り品などの補償
●育英費用 等

小・中学生総合保障制度は団体総合生活保険のペットネームです。
この広告は「広島県ＰＴＡ連合会小・中学生総合保障制度」の概要について紹介したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。ご加入にあたっては、必ず「重要事項
説明書」をよくお読み下さい。
詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店・引受保険会社までお問合せください。
この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決
定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきましては、団体窓口にご確認ください。

令和2年12月作成　 募文No20-TC06267

●授業中やクラブ活動な
ど、校内外を問わず発生
する急激かつ偶然な外来
の事故によるケガや病気＊

の補償

団体割引適用で
割安な保険料！

メディカルアシストでお子様の
健康相談を２４時間受付

団体割引30％
損害率による割引35％適用

パンフレット・重要事項説明書は左記
「お問合せ先」にご請求下さい。

共同引受保険会社

令和３年９月12日（日）　開催予定
第49回　広島県PTA研究大会　東広島大会

楽しもう！ 子どもとともに ～子育てのこの時に～

本大会は人にこだわり企画立案をしています。PTA活動の主役は人です。子ども達であり、保護者の皆さんや教
職員の皆さんです。コロナ禍ではありますが感染症対策を取り、その人と人の関わりを出来るだけ持つ為にリアル
とオンラインのハイブリット方式で令和にふさわしい新時代の大会開催を目指しています。前例踏襲ではなく新し
い形のPTA活動。PTAだから出来る事があります。こんな時だからこそ、子どもと共に親も学び、質の高い、正
しい情報が必要です。学びの基本は家庭にあり。親の学びが子どもの学びの幅を広げると思います。この大会を開
催する意味と価値。人と人との関わりの大切さ。学びや子育ての気付きやヒントがきっと見つかると思います。是
非とも、ご参加をお待ちしております。 大会実行委員長　佐々木健作
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