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令和４年度広島県ＰＴＡ連合会
新役員決定

令和 4 年度定例総会において、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。
さて、近年はコロナウイルス感染症などで、PTA活動が制限されるなど逆風が吹き
ました。しかし、オンラインの活用をはじめとする様々な工夫により、新しい形の活
動も現れてきました。
これらを踏まえながら、大切な子ども達の未来のため社会教育関係団体として関係
各所との連携を一層強め、PTAとしての立ち位置をしっかりと定め、みんなで知恵を
出し合い、頑張っていきましょう
また、2023年 8 月、ここ広島の地で第71回日本PTA全国研究大会広島大会が開催さ
れます。皆さんのご協力宜しくお願いいたします。
最後になりましたが、本連合会に対し、ご支援を賜りますようお願い申しあげ、会
長就任のあいさつとさせて頂きます。

役職名 名　前 所属郡市Ｐ 所属学校 委員会
会　長 山本 浩司 呉市 横路中 -------
副会長 藤井 裕久 福山市 東中 教育研修委員長
副会長 橋本 和博 廿日市市 廿日市中 総務委員長
副会長 永福 まどか 豊田･竹原 忠海学園 総務副委員長
副会長 西村 恵子 東広島市 西条中 広報委員長
副会長 生田 真紀 世羅郡 世羅中 広報副委員長
副会長 岩本 義樹 神石郡 神石小 教育研修副委員長
会　計 森岡 絵美 福山市 宜山小 教育研修委員
理　事 名古屋 直美 大竹市 大竹小 教育研修委員
理　事 川空 伸治 江田島市 中町小 広報委員
理　事 中村 洋介 安芸郡 横浜小 総務委員
理　事 松本 一樹 山県郡 豊平学園 総務委員
理　事 佐藤 理絵 安芸高田市 向原中 広報委員
理　事 脇原 園美 呉市 荘山田小 広報委員
理　事 舛山 勇二 三原市 本郷小 教育研修委員
理　事 村上 純平 尾道市 栗原中 総務委員
理　事 眞田 恭行 府中市 第一中 教育研修委員
理　事 片岡 幸治 三次市 三次小 教育研修委員
理　事 平迫 豊和 庄原市 西城中 総務委員
監　事 礒道 忠男 呉市 横路小

--------監　事 火田 貴之 世羅郡 世羅小
監　事 田邊 隆雄 庄原市 総領中

令和４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

本年度もよろしくお願いいたします
令和4年度役員＆事務局一同



午後からの会長研修会も従来の形式を変えての開催と
なりましたが、県内から多くの方にご参加いただきました。
『「みんなの学校」が教えてくれたこと』という演題で、

大阪市立大空小学校　初代校長　木村泰子先生にご多忙
の中お越しいただき、講演をしていただきました。
みんながつくる「みんなの学校」とは、教職員だけで

はなく、また、保護者だけでもない、教職員・保護者、
そして地域の方々の協力も必要と話されました。
新型コロナウイルス感染症が流行し、学校行事が激減、

人と人とのつながりが希薄となってきています。
その中で教職員、保護者、地域の方々とのつながりを

大切にしながら、子どもたちを支え、いっしょに育てて
いくか、大きな課題だと感じました。
まだまだいろいろな制約のある中でのPTA活動とな

ります。子どもたち、そして私たち保護者もつながりを
大切にしながら、また楽しみながら、今しかできない貴
重な体験が積み重なっていくといいですね。

日本PTA全国研究大会仙台大会で実行委員長を務め
られた五十嵐日P参与から東日本大震災の体験を交えな
がら「PTA活動を行う意味」とは？「日本PTA全国研
究大会」とは？というお話をいただき、来年度開催され
る広島大会について励ましのお言葉をいただきました。

会長研修会 講　演 

日本PTA全国研究大会の説明 

令和４年度広島県ＰＴＡ連合会
定例総会、会長研修会のご報告

令和4年6月2日（木）
ホテル広島ガーデンパレスにて

（木村　泰子先生）

（五十嵐日P参与）

定例総会・会長研修会共に 3年ぶりの開催となりましたが、新型
コロナ感染症拡大防止の観点から来賓の出席を取り止め、時間短縮
という形での開催となりました。
総会では、議長、副議長をはじめ、代議員の皆さまにもご協力をいただき、スムーズな議事進行となりました。

ご参集いただいた皆様に、厚くお礼申しあげます。
山本浩司会長の挨拶とともに、本年度の理事・監事の紹介がありました。理事も半数が新任となり、令和 4年度

の活動がスタートします。各郡市からの意見を反映しながら本年度も活動していければと思いますので、よろしく
おねがいします。
退任役員感謝状贈呈を行い、前副会長の山田洋子様に退任役員代表としてご挨拶をいただきました。旧役員の皆

さまには、広島県PTA連合会に多大な協力をいただきありがとうございました。
　　新役員も素晴らしい先輩方に負けないように活動していきたいと思います。

（会長研修会の様子）
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県 P 連 だ よ り

「季節と旬を考える」
昨年の梅雨時、安芸太田町にある小さなキャンプ場を訪れました。近くを小川が流れ、鳥の鳴き

声が聞こえる自然豊かな山の中にあるキャンプ場です。到着して車から荷物を降ろし、テントやテー
ブル、焚火台を設置し終え、椅子に座ってくつろいでいたところ、キャンプ場の管理をしている御夫
婦から声を掛けられました。「モリアオガエルの卵がありましたよ。見に行かれませんか？」という
お誘いに、是非ともということで、案内していただきました。すると、木の枝に三つ、少し黄色み
を帯びた白っぽい泡のような塊を見付けました。御夫婦によると、「卵からかえったオタマジャクシ
は、すぐ下の池に落ちていくんですよ。」ということでした。その様子も見てみたいなと思いました
が、なかなか見られるものではないそうです。約 1か月後、またそのキャンプ場を訪れてみたところ、
枝にはもう卵はなく、池の中でたくさんのオタマジャクシが、元気よく動き回っていました。

さて、日本には四季があり、動物も植物も私たち人間も、季節の移ろいの中で生活を営んでいます。
そして、私たちは、季節ごとに旬の食材を味わうことができます。広島県教育委員会では、今年度も「ひ
ろしま給食推進プロジェクト」の一環として、「ひろしま給食」１００万食メニューを募集しています。
今年度の食育テーマは、「『ひろしま給食』でＳＤＧｓを考えよう～広島県産の旬
の食材の活用～」です。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や広島県産の旬の食材の活用
について考えてみませんか。

■広島県教育委員会ホームページ
　（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/juten-kyusyokusuisin.html）

 （広島県教育委員会　豊かな心と身体育成課）

（公社）日本ＰＴＡ全国協議会主催の国内研修事業がオンラインで行われ、全国より中学生が参加しました。広島県
からは 1名が参加。世羅郡世羅町の村尾飛翔さんの感想文をご紹介します。

オンライン研修に参加して 世羅郡世羅町立世羅中学校 3年　村尾　飛翔さん（学年は研修実施当時） 

僕はオンライン研修会に参加し、学んだことが三つあります。 
一つ目に学んだことは、初めて会ったひととのコミュニケーションの取り方です。初めて会った人との会話の時、

すこしずつ胸の扉を開けていくと、会話がしやすくなると教えてもらいました。 
二つ目は大人数の中で孤立しそうな時のことです。そんな時には、プラスの言葉をいうと孤立はしなくなると学

びました。 
三つ目は会話の盛り上げ方です。会話の中で何か見つけて、それを笑いに変えたらもっと

会話が盛り上がることを知りました。この三つを生かして自己紹介をすることができました。 
僕はこのオンライン研修でたくさんのことを学べてうれしかったです。
たった二日間で自分が知らなかったことや物事の大切さがこの研修で学べて、とてもうれ

しかったです。

日本PTA国内研修事業 

第71回 日本PTA全国研究大会
第53回日本PTA中国ブロック研究大会

広島県で開催されます!!
メインテーマ「変化の時代に向け、PTA自身が学びの変革を！」
　～見つけ　考え　かわろうや　ぶち楽しいで!! ～　広島から全国へ
　2023年 8 月25日（金）：分科会　 8月26日（土）：全体会
詳細については　広島県PTA連合会ＨＰなどで随時ご案内する予定です
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県 P 連 だ よ り

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株式会社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3年12月作成  募集文書No21-TC07074

●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

優秀賞

小
学
校

ＰＴＡ名 広報紙名
1 府中町立府中小学校PTA 府中小学校ＰＴＡ新聞「かけはし」
2 尾道市立美木原小学校育友会 よつ葉
3 尾道市立高須小学校PTA たかすっ子
4 福山市立西深津小学校PTA ニシフカツ
5 尾道市立土堂小学校育友会 Ti PRESS
6 尾道市立栗原小学校育友会 栗っこタイムズ

中
学
校

7 福山市立駅家南中学校PTA 南風
8 尾道市立栗原中学校PTA 会報　栗中
9 福山市立鷹取中学校PTA 鷹取
10 尾道市立向東中学校PTA 地の塩

広報委員会
特別賞

府中東小学校PTA くすのき～府中東小学校PTAだより～
尾道市立高西中学校PTA 鶴羽ヶ丘

 4 月 7 日に広島県PTA連合会理事 6名による広報紙
審査会が開催され10校が優秀賞に 2校が広報委員会特別
賞を受賞されました。入賞した作品は 6月 2日の定例総
会・会長研修会の会場入口にて掲示をして皆様にご紹介
させていただきました。

  受賞校のみなさま　
  おめでとうございます！

小・中学校ＰＴＡ
広報紙コンクール
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