白 鷺吟

前ＰＴＡ副会長

北 村 優 子

平成二十七年五月から令和元年五月までの四年間︑八代
高校ＰＴＡの本部役員を務めさせて頂きました︒面倒くさ
がりで何をするにも三日坊主の私が︑四年間も本部役員を
続ける事が出来ましたのも︑保護者の皆様︑先生方︑そし
て生徒の皆さんの御理解と御協力のお陰だと思っておりま
す︒本当にありがとうございました︒心より感謝申し上げ
ます︒
またこのような私ですが︑実は一つだけ十年以上続けて
いる事があります︒それは︑小学校での﹁絵本の読み聞か
せ﹂です︒月に一度︑朝自習の時間に教室で絵本や紙芝居
などの読み聞かせをしています︒なぜ︑十年以上も﹁絵本
の読み聞かせ﹂を続けてこられたのか？
それは︑私の上手とはいえない読み聞かせを︑子ども達
が目をキラキラ輝かせて一生懸命聞いてくれるからです︒
そして︑お話を聞いて笑ってくれる子ども達の笑顔にいつ
も癒やされています︒﹁あぁ︑うちの子にも︑こんなにか
わいい時代があったなぁ﹂と︒
そして何より絵本が好きだからです︒絵本の絵には美し
いもの︑可愛らしいもの︑ユニークなものなど様々あり︑
その絵を眺めるだけで十分楽しめます︒そして︑絵本の世
界では︑美しい言葉︑面白い言葉︑優しい言葉など愛のあ
る言葉が多く使われているため︑絵本を読むと子どもの頃
の純粋な優しい気持ちを思い出すことができるのです︒
今は︑インターネットが発達し︑たくさんの情報が溢れ
ています︒確かに︑ＳＮＳはとても便利ですし面白くて刺
激的でもあります︒しかし一方で︑人を傷付ける言葉や映
像を目にする時もあり︑その度心が痛みます︒
こういう時代だからこそ︑絵本を読んでみませんか？
絵本は︑悲しくて辛い時には慰め︑悩んでいる時には励ま
し︑落ち込んでいる時にはクスッと笑わせてくれます︒
きっと今の自分に合った絵本があるはずです︒絵本を読ん
で心穏やかになれば︑ほんの少しだけでも自分の周りの人
に優しくできるのではないかと思っています︒
私たちは熊本地震を経験し︑人と人との絆︑支え合う事
の大切さを学びました︒だからこそ︑人を思いやる心を忘
れず持ち続けていたい︒八代高等学校・八代中学校の生徒
の皆さんには︑これからも心豊かで思いやりのある人でい
て欲しいと願っています︒
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で、よろしくお願いします。
では、一年間自分なりに楽し
みながら頑張っていきますの
で、保護者の皆さんも楽しみ
ながら「子どもたちを応援
（サポート）」してくださ
い。学校と一緒に「不撓不屈
の精神」で応援（サポート）
していきましょう。

財務会計

髙田 一博

監査

古田 浩二

濵

1

不 撓 不 屈 ～鳳雛よ大志を抱け～

彙力や文章力がありませんの
で、拙い通信になると思いま
すが、広い目で読んでいただ
けると幸いです。会長として
様々な研修会に参加し学んで
きたことを皆様にお伝えして
いきます。また、知っておい
てほしい情報や毎月の行事予
定等も掲載していきますの

監査

冨 晃之介

監査

孝治

総務委員長

ＰＴＡ 新役員紹介

云々は関係ありません。私た
ち保護者が、八代高校・八代
中学校の子どもたちをみんな
で応援（サポート）してあげ
ましょう。そのためには、保
護者の共通理解が必要となり
ト）するのが、私たち保護者
ますので、学習の機会や様々
の役目だと思っています。学
な研修会・講演会、そしてふ
校側と一体となって、夢に向
れあい（親睦）活動等々、御
かって努力している子どもた
協力や御案内をたくさんいた
ちにエールを送る意味も込め
します。遠慮なさらずに、
て、スローガンを「不撓不屈
様々な活動（学校行事及びＰ
～鳳雛よ大志を抱け～」とし
ＴＡ活動）に参加し、学校に
ています。子どもたちが学習
足を運んでください。子ども
面においても部活動において
たちの学校での様子や頑張り
も、どんな困難にぶつかった
を自分の目でしっかりと見て
としても、諦めずに努力して
いただきたいと思います。子
ほしいと思います。「不撓不
どもたちとの共通の話題もで
屈」です。保護者は、エール
きて、御家庭でもたくさんお
を送り続けてください。御家
話ができるようになると思い
庭でもお子様と大いに語って
ます。御案内した際は、ぜひ
いただき、励ましてあげてく
御参加ください。
ださい。子どもたちの意識を
（クラッシー）に関
Classi
高めてあげるのも親の務めで
しては、子どもたちの進路決
す。「不撓不屈の精神」を
定や学習面でのサポートのた
語っていただき、応援（サ
めに必要なものとして、学校
ポート）してあげてくださ
側が推奨されました。使用方
い。よろしくお願いします。
法やどんな利点があるのか
それからＰＴＡ活動に関し
等々、研修会を開き説明をさ
ては、まずは本部役員や学級
せていただき、実際に使用し
委員（各専門委員含む）をお
ていただきたいと思いますの
引き受けいただき、感謝いた
で、まだ研修会に参加されて
します。共に楽しみながら活
いない方は、ぜひ一度参加し
動していきましょう。役員
てみてください。
･
委員以外の保護者の方々も、
会長通信に関しては、今年
子どもを応援（サポート）す
度も毎月不定期になると思い
るという点においては、役員
ますが発行していきます。語

坂川 純絵

副会長

永田 由美子

副会長

篠原 秀和

特
集

ＰＴＡ会長

今年度ＰＴＡ会長を仰せつ
かりました今田史昭（イマダ
フミアキ）と申します。一年
間、よろしくお願いします。
五月十一日㈯のＰＴＡ・後
援会総会には、たくさんの出
席ありがとうございました。
各議案に対して承認をいただ
きましたこと、誠に感謝申し
上げます。保護者の皆様と共
に楽しく活動していきますの
で、どうぞよろしくお願いい
たします。
さて、平成二十七年度・平
成二十八年度の二年間「広報
委員長」として、たくさん写
真を撮り、平成二十九年度・
平成三十年度は「ＰＴＡ会
長」として、何度も学校に足
を運び、様々な行事（子ども
たちの活動・様子）を見てき
ました。学校に足を運ぶこと
で「子どもたちの頑張ってい
る様子」がよく分かります。
その頑張りを応援（サポー

宮坂 敬郎

副会長

忍

川 野

副会長

東島 千春

書記

今田 史昭
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各委員会活動

昨年度に引き続きまして、
地区安全委員長を務めさせて
いただきます上村と申しま
す。
今年度の本委員会の活動と
しては、各学期の期末テスト
前に先生方、本部役員、学級
委員の皆様方のご協力をいた
だいて、ＰＴＡ合同登校指導
を市街地を中心として行って
まいります。
この登校指導の目的として
は、安全に通学できる交通環
境の確認とコミュニケーショ
ンの基本となる「あいさつ・
声かけ」を、笑顔で明るく、
元気良く、生徒たちと取り交
わすことにありますので、保

上村 勝 一

今 年 の抱 負

講
その他にも講演会・ classi
習会（六月八日実施済）、
十二月にくまもと「親の学
び」プログラム＆レクリエー
ション研修などを計画してい
ます。研修に参加して良かっ
た楽しかったと言っていただ
けるよう企画したいと思って
いますので、ご参加いただき
ますようお願いいたします。
研修委員の皆さんにはご苦労
おかけしますが、ご協力の程
よろしくお願いいたします。
地区安全委員長

月十八日㈭と二十五㈭の十九
時三十分頃より麦島コミュニ
ティセンターで練習会を開催
いたします。球技大会に参加
される方はもちろん、参加で
きない方でも健康のため運動
不足解消のために練習会へご
参加いただければと思いま
す。今後の保体委員の活動に
あたって、皆様のご協力をい
ただきながらより良い活動が
できるよう努力してまいりま
すので、よろしくお願い致し
ます。

昨年度に引き続き研修委員
長三年目の山内健二です。研
修委員会の最大の行事は二学
期に行われる校外研修です。
昨年度は福岡県立修猷館高
校と九州大学伊都キャンパス
を見学しました。今年度の校
外研修は十月三日㈭に熊本大
学と熊本県立大学に行く予定
です。今回は移動距離も少な
い分、出発時間も遅くなりま
すし、ゆっくりと見学ができ
ると思っています。今回は熊
大の学生食堂で昼食を取られ
るよう手配していただきまし
たので、そちらも楽しみにし
ていただければと思います。

護者の皆様におかれまして
は、日頃より、生徒たちへの
声かけや登校状況の見守りを
お願いいたします。
この活動が、生徒たちの夢
や希望の実現のために、生徒
たちが安心して充実した高校
生活となることを信じて、保
護者の皆様と一緒に全力でサ
ポートしていければと思いま
す。
私事ではございますが、い
よいよ最後のＰＴＡ活動と
なってしまいました。これか
らの一年間は、「素晴らしい
思い出」を生徒たちと共有す
るためにも、保護者の皆様と
共にＰＴＡ活動に楽しみなが
ら参加してまいります。
今年度も、先生方のご協力
を仰ぎながら、ＰＴＡ活動を
通じて、保護者の皆様と交流
を深め、生徒たちと共に成長
出来るように精一杯頑張りま
すので、一年間どうぞよろし
くお願いします。

今年度より、広報委員長を
拝命いたしました浦野と申し
ます。皆様、何卒、よろしく
お願いいたします。昨年度は
学級委員を務めてまいりまし

広報委員長

研修委員長

保健体育委員長

平田 太一

前年度に引き続き今年度も
保体委員長を務めさせていた
だきます平田です。保体委員
になっていただいた方々と幾
つかの学校行事をお手伝いさ
せていただきます。
保体委員会の活動の中でも
メインイベントとなるのがＰ
ＴＡ親睦球技（ビーチボール
バレー）大会の運営です。毎
年、多くの保護者の皆様にご
参加いただき、とても楽しい
雰囲気で保護者同士または先
生方との親睦を深める機会と
なっております。毎回参加し
ていただいている方々はもち
ろん、まだ参加されたことの
ない方々や今年度入学された
保護者の方々にもぜひ参加し
ていただければと思います。
日程は八月十日㈯の午後より
本校第一体育館にて開催予定
となっております。今年度は
南九州で高校総体が開催され
る影響で例年よりも開催日程
が遅くなっておりますが、多
くの皆様のご参加をお待ちし
ております。また大会前の七

浦野 登志雄

山内 健二

（ 火）
令和元年（2019年）７月１６日
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たが、本部役員は初めての経
験です。これまでに、子ども
のため、学校のためと思い、
各種行事に参加する中、先生
方・保護者の方々と出会い、
自分自身に得るものがたくさ
んあったように思います。私
は仕事の関係で土曜・日曜の
ＰＴＡ活動に参加できないこ
ともあり、前広報委員長のよ
うには良く活動できません
が、迷惑をかけないよう努力
していきたいと思います。
さて、本年度校内ＰＴＡ行
事の主なものとして、ＰＴ
Ａ・後援会総会、ＰＴＡ研修
会、高校合同懇親会、ＰＴＡ
合同登校指導が無事終了しま
した。八月十日㈯ＰＴＡ親睦
球技大会、十月三日㈭ＰＴＡ
校外研修などが予定されてい
ます。また、九月八日㈰・
十五日㈰には、体育祭と文化
祭が予定されており、保護者
の支援が不可欠です。
ＰＴＡ活動は、八代高校の
生徒達がのびのびと学び成長
するために、私達保護者と先
生方が心を通い合わせて成り
立つものであり、生徒達のた
めの活動という共通の目的を
持った者の組織です。また、
ＰＴＡ活動は、皆様一人ひと
りのご協力で成り立ちます。
私も微力ながら頑張りますの
で、皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。

（4）
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●

田浦 かおり

高校３学年

各学年委員長挨拶
●

江口 孝博

本年度、高校三学年委員長
を務めさせていただきます江
口と田浦です。八代高校・中
学校の更なる発展と子どもた
ちのために微力ではございま
すが、保護者の皆さまと力を
合わせ精一杯活動して参りた
いと思います。一年間よろし
くお願いいたします。
三年生にとっては、最後に
なる総体・総文祭が行われま
した。競技を通じて学んだこ
と、感じたこと、努力したこ
とは次の大きな目標に繋がる
と思います。その大きな目標
が達成できるように全力でサ
ポートしていきましょう。
先日、六月十四日㈮に高校
合同ＰＴＡ懇親会をグラン八
代平安閣にて開催いたしまし
た。和久田校長先生・諸先生
方をはじめ、今田会長並びに
多数の保護者の皆さまにご参
加いただき、ありがとうござ
いました。子どもたちの学校
生活や家庭での様子などの話
ができ有意義な時間を過ごす
ことができました。ご多用の
ところご出席いただきました
皆様方、また懇親会の準備に
ご協力いただきました学級委
員の皆様方に心より厚く御礼
申し上げます。

●

●

井上 恵美子

高校２学年
萩野 賢志

今年度、高二学年委員長を
務めます萩野と井上と申しま
す。両名ともに微力ではあり
ますが、ご協力を賜りなが
ら、皆様とともにＰＴＡの各
行事を盛り上げて参りたいと
思います。どうぞ一年間よろ
しくお願い致します。
さて、子ども達も、進級し
て三か月がたちました。それ
ぞれの進路を定めつつ、目標
に向かって日々頑張っており
ます。進学を希望する子ども
達にとっては、あらたな大学
入試システムに対応すべく、
日々努力を重ねていることと
思います。我々保護者として
も、子ども達の輝かしい未来
のため、全力で支援して参り
ましょう。
また、去る六月十四日㈮に
開催されました高校合同懇親
会におきましては、和久田校
長先生はじめ管理職の先生
方、各学年主任・担任・副担
任の先生方、今田会長並びに
役員の方々、沢山の保護者の
皆様にご臨席を賜り、ありが
とうございました。日頃お話
しする機会の少ない先生方や
保護者間での情報交換や親睦
を深めることができ、大変貴
重で有意義な時間を過ごせま
した。ご臨席賜りました皆様
方、本懇親会の開催にご協力

●

疋田 珠美

高校１学年

頂きました学級委員の皆様に
心から厚く御礼を申し上げま
す。
今後も、子ども達の学校生
活が有意義なものとなります
よう、先生方や保護者の皆様
方と協力しながら支援してま
いりたいと考えております。
皆様方の更なるご理解とご協
力をよろしくお願い申し上げ
ます。
●

中西 陽一

今年度の高校一学年委員長
を務めさせていただきます中
西と疋田です。至らない点も
あるかと思いますが、保護者
の皆様のご協力を頂きながら
頑張りますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。
つい先日、入学式があった
ばかりと思ってましたが、も
う三ヶ月が経とうとしていま
す。学業と部活の両立をどう
やっていくのだろうと心配を
しておりましたが、素晴らし
い先輩方や新しい仲間と共に
時々、悩みながらも充実した
学校生活を送っているようで
す。また、六月十四日に行わ
れました高校合同懇親会で
は、諸先生方や多くの保護者
の皆様にご参加頂きありがと
うございました。保護者同士
の親睦と先生方との情報交換
ができ、非常に有意義な会で
あったと思います。

●

木村 美祐

中学３学年

今後もＰＴＡ活動を通し
て、子供たちの笑顔と楽しい
学校生活を送るためのお手伝
いを皆様とできればと思いま
すので、各種行事へのご協
力、ご参加のほどよろしくお
願いいたします。
●

松岡 長武

学年委員長を務めさせてい
ただく松岡と木村です。今年
も、自分たちでできることは
精一杯、足りないところは皆
様のお力をお借りしながら、
子ども達にとって、よりよい
環境づくりに努めてまいりま
すので、よろしくお願いいた
します。
早いもので、中学校に入学
し三年目となりました。子ど
も達は中学最上級生としての
自覚と責任を持ち、勉強・部
活動と、充実した生活を送っ
てくれることと思いますが、
卒業までの期間をさらに充実
させ、今後の人生の糧となる
よう、保護者同士で連携しな
がらサポートができればと考
えております。保護者の皆様
にはご協力を賜りますよう、
よろしくお願いいたします。
なお、過日行われました懇
親会においては先生方をはじ
め、多くの保護者の皆様にご
出席いただき、ありがとうご
ざいました。学年の親睦会も
企画してまいりますので、そ

●

髙田 羽有

中学２学年

の際はご参加いただければ幸
いです。
最終学年もよろしくお願い
いたします。

●

金橋 俊雄

本年度、中学二学年委員長
を務めさせていただきます金
橋と高田です。保護者の皆様
と協力し合いながらＰＴＡ活
動を盛り上げていきたいと思
います。一年間どうぞよろし
くお願いいたします。
さて、子どもたちは憧れの
八代中学校に入学して一年が
過ぎました。勉強や部活動、
学校行事等を通じて八代中の
生徒としての責任と自覚が芽
生えていることと思います。
心身ともに大きく成長した子
どもたちが、素晴らしい仲間
とともに切磋琢磨しながら、
自分の目標実現に向かって進
んでいけるよう、保護者の皆
様とともに全力でサポートし
ていきたいと思います。
また、先日行われました八
代中学校ＰＴＡ懇親会におい
ては、先生方をはじめ多くの
保護者の皆様にご出席いただ
き、ありがとうございまし
た。先生方と保護者間の親睦
も深まって、大変有意義な時
間を過ごすことができまし
た。
最後になりましたが、ご多
用の中、当日の準備から運営

●

松本 さおり

中学１学年

等にご協力いただきました学
級委員の皆様をはじめ、関係
の皆様方にこの場をお借り
し、心より感謝申し上げま
す。
●

吉村 真一

初めまして、この度、縁
あって八代中学一学年の学年
長を務めさせていただくこと
になりました吉村と松本で
す。入学して三カ月が過ぎ、
子供たちは重い鞄での通学に
も慣れ、授業や部活に頑張っ
ております。
先生方や部活動の先輩方か
らたくさんご指導を頂いてい
るからでしょうか、近頃の子
供たちの姿を見ていると、
日々充実し、成長を感じら
れ、誇らしく感じられる場面
も多々見受けられます。
先 日 の 中 体 連 で は 、 二 ・三
年生の雄姿を拝見させていた
だきました。私たちが遠い昔
に経験した青春の一ページを
目の当たりにし、思わず熱い
気持ちになってしまいまし
た。一年生も先輩たちのよう
に熱い学校生活を送ってもら
いたいものです。子供たちが
安心して楽しい学校生活を送
れるよう、私たちも微力なが
らより良い環境づくりのお手
伝いができればと思います。
一学年の保護者の皆様にお
かれましては、お子様への思

いがいっぱい詰まったこの一
年かと思います。皆様のご期
待に添うような活動ができる
か・・・そう考えると胸が苦
しくなってきますが、皆様の
温かいお声かけを何よりの力
として、一年間尽力していけ
たらと思っております。よろ
しくお願い申し上げます。
それから、校長先生をはじ
め、教職員の先生方におかれ
ましては、授業や部活動、生
活指導と、常日頃子供たちに
熱心なご指導を頂いており、
心より感謝申し上げます。反
面、激務かと存じます。くれ
ぐれもお体をご自愛いただき
ますよう保護者一同祈念して
おります。
最後に、先日の八代中学校
ＰＴＡ懇親会には多数の皆様
のご参加を頂きました。初め
ての懇親会ということもあっ
て、フレッシュな雰囲気でス
タートしましたが、先生方を
囲み、子供たちの様子などの
話を率直に聞くことが出来、
大変充実した時間となりまし
た。ありがとうございまし
た。
八月三十一日㈯には、一学
年での懇親会を八代ホワイト
パレスで予定しております。
（別途、案内文書を送付いた
します。）先生方が撮りため
られたスライドショーの披露
など楽しい夜になるかと思い
ますので、皆様、是非、参加
していただけたらと思いま
す。よろしくお願い致しま
す。
六月八日、保護者研修
会を開催しました。第一
部は車いすランナーの中
尾有沙様を講師に迎え
「夢への挑戦」と題しお
話いただきました。
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わずか半年後、練習中の不慮
の事故で下半身不随となり、
車いす生活を余儀な
くされました。苦し
かったはずの入院生
活も「熊本地震は大
変でしたが、楽し
かった！」と話し、
入院中に車いす陸上
の体験も済ませ、退
院後、車いすラン
ナーとして再スター
ト。車いすランナー
として世界の舞台に
立つ夢に向かって挑
戦中です。「障害が
あっても不幸じゃな
い。アスリートとし
て、そして、一人の
女性として常に前を
向き、決して笑顔を
絶やさない！」とい
う中尾さんの笑顔は
とても素敵でした。
参加した保護者から
は、「いいお話だっ
た」「私たち保護者
より子どもたちに聴
いて欲しかった」
「東京パラリンピッ
クに出場する中尾さ
んを見たい」などの
声が聞かれました。
第二部は山村先生
保護
による「 Classi
者機能についての講
習会」でした。「学
習動画」などの生徒

保護者研修会

特
集
中尾さんは、二〇一五
年の日本陸上選手権三段
跳びで子どもの頃からの
夢だった日本一の座に輝
きました。しかし、その
2015年の陸上日本選手権女子三段跳びで優
勝し、表彰台で笑顔を見せる中尾さん（中央）
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の活用方法や、第一部の講演
会の感想はアンケート機能を
使って書いていただくなど、
実践中心のわかりやすい研修
となりました。ご参加いただ
いた皆さんありがとうござい
ました。

ＰＴＡ 活動報告
熊本県公立高等学校
ＰＴＡ連合会定期総会
講師：齋藤健二郎様

六月四日㈫、ＫＫＲホテル
熊本にて、熊本県立高校の学
校長とＰＴＡ会長が一堂に会
し、今年度の県高Ｐ連として
の活動や予算のことを協議
し、全て承認されました。そ
の後、元多良木高校校長で同
校野球部監督の齋藤健二郎様
に「意地と誇りの白球譜」と
題し、御講演いただきまし
た。目標設定とその徹底が必
要であること、制服は歩く広
告塔であること、まずは段取
りを立てて行動できるように
することが大事だと話されま
した。先生や生徒、もちろん
保護者も考えさせられるお話
でした。最後に、県高Ｐ連の
広報誌にも数多くの情報を掲
載していますので、是非御覧
になってください。

第

回 九州地区高等学校

ＰＴＡ連合会大会
福岡バリよかっ大会

六月二十一日㈮に「未来人
材育成 新しい時代を切り拓
け！」のテーマで「九州はひ
とつ」の合言葉のもと、福岡
国際会議場を中心に開催され
ました。午前中は、第三分科
会「主体的な防災とＰＴＡ活
動」に参加し、熊本地震「あ
の時熊工は…」と題し、元熊
本工業高校定時制教頭の富田
孝一様に当時の活動状況をお
話いただきました。

に向けた子供達の活動を支援
し、地域との繋がりを深める
ために何ができるか、検討の
時期にあるのではないか」と
提案されました。

①万一に備えて、家庭内でも
話し合い、ルールを決めて
おく。避難場所や緊急時の
連絡先等
②子供達がボランティア活動
に参加する場合には、保護
者の理解と協力が必要。
③日頃から地域の大人と自分
の子供が一緒に活動する機
会を作ってあげる。

過去の災害の教訓を共有化
し、保護者が災害を常に意識
した活動を積極的に行い、子
供達にも教え、学校や地域に
協力すること。それが、未来
を担う子供達が「生命を大切
に、生きる力を育む」ことに
繋がるものだということでし
た。また、三人のパネリスト
からは、子供達のボランティ
ア活動や人を助ける人材にな
れるように、保護者の支援が
重要だと話されました。
最後に、記念講演として、
日本医師会会長の横倉義武様
をお招きし、「健康な社会を
作ろう」と題し、御講演いた
だきました。長時間のスマホ
利用における体への影響（睡
眠不足・体力低下・学力不
足・視力低下）を知り、家族
間でのルール作りをお願いし
ます。そして、六十五才以上
になっても、運動し健康診断
も受け、健康寿命を延ばすよ
うに心がけてください。とい
うことでした。

本 校 第一 体 育館

所

63

被災した時は、「自らの命
を守りながら、互いに助け合
う」ことを実践されたそうで
す。そこで、この分科会で
は、「ＰＴＡとして復興支援

＊昼食は熊大学食利用、県立大学研修後、
「大人の社会科見学」を予定しています。

開催日

熊本県城南地区
公立高等学校
ＰＴＡ連絡協議会

五月八日㈬、八代ホワイト
パレスにて城南地区の会長と
校長、総務部職員が一同に会
し、規定や役員選出、親睦球
技大会・研究発表の当番校に
ついて協議しました。城南地
区の子供達のためにつながっ
ていく保護者の勉強会のよう
な研修会等を他の会長様方と
話し合って推薦していきま
す。保護者の皆様も各種研修
会や講演会等の御案内をした
時にはたくさん参加してくだ
さい。
最後に県の事業について、
県教育庁教育指導局学校安
全・安心推進課長の重岡忠希
様より新しくなった「いじめ
匿名通報アプリ『スクールサ
イン』について」ご説明があ
りました。本校もプリントを
配布してお知らせしてありま
す。いじめに関する情報を早
期に発見できるように匿名で
簡単に通報できるようになっ
ています。御活用ください。

ＰＴＡ親睦ビーチボール
バレー大会開催！

詳細は後日、Classiでご案内します

多くの皆様のご参加をお待ちしております

午前：熊本大学 午後：熊本県立大学

研修先

10 月 3 日（木）

開催日

8 月10 日（土）午後１時から

場

ＰＴＡ校外研修開催日決定！

せ
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