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安城学園高等学校

　平成29年度PTA会長を務め
させていただきます、中島正春
と申します。このような大役を
任されることは初めてであり、
大変な責任を感じております
が、責務を全うしたいと思いま
すのでご支援をよろしくお願い
致します。PTA総会での就任
の挨拶でも申し上げましたが、
私たちPTAは目的を同じくす
る保護者の集まりです。気軽に
悩みを相談できるような関係を
築き上げることが、ご自身のプ
ラスになると思います。同じ時
間を共有するのであれば積極
的に他の方たちと関わり合いを
持つことによって、より有意義
な活動が行えると思いますの
で、皆様の積極的なご参加を
お願いいたします。

積極的に関わり合い
より有意義な活動を

中島 正春

PTA会長
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報告 ＰＴＡ一日研修

学校発　～　琵琶湖テラス　～　昼食「れすとらん風月」　～
～　三井寺、三橋節子美術館・円満院　～
～　三井寺発　～　学校着

２０１７年６月１７日（土） 参加者５０名
「歴史のまち大津と琵琶湖を巡るＰＴＡ一日研修」

行程

PTA一泊研修会

開催日／11月11日（土）・12日（日）　場　所／箱根市

土曜講座 開催日／7月15日（土）・10月28日（土）・11月11日（土）
　　　　12月16日（土）・1月20日（土）・2月17日（土）

　今回のPTA一日研修では、いろいろ
な体験をさせていただきました。はじめに
琵琶湖バレイに行きました。そこのロー
プウェイは日本一の速さで、標高
1,100mの山頂まであっという間。眼下
には琵琶湖の雄大な景色が広がりとて
も圧倒されました。次に三井寺近くの「れ
すとらん風月」にて精進料理をいただき
ました。この年になると胃にもたれず体に
やさしい味でとてもおいしくいただきまし
た。何より主婦にとって、上げ膳据え膳
が最高でした。最後に三井寺散策に行
き広大な境内には国宝の金堂をはじめ
国の重要文化財が並び「大奥」「るろう
に剣心」などのロケ地を見てまわりまし
た。自分では行かない所に連れて行って
もらいとても楽しい研修になりました。

鈴木　弘子 さん（1年保護者）
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　今年で二度目の参加となるPTA一日
研修旅行。今回の目玉は「日本一の琵
琶湖の絶景！琵琶湖テラス」。日本最速
のロープウェイに乗り山頂に向かうと、蒼
一面の光景に皆さんしばしカメラタイム。
非日常な贅沢な時間を過ごさせていた
だきました。昼食の精進料理はお肉や
魚料理を大豆製品等で代用した食事で
すが、想像より見た目・味ともに満足、そ
して満腹。美術館・三井寺巡りは坂道や
階段が多く、境内も広く日頃の運動不
足を痛感しましたが、パワフルなボラン
ティアガイドさんに丁寧に案内していた
だきあっという間に時間が過ぎてしまいま
した。企画や準備していただいた役員・
先生方、見どころ満載な旅をありがとうご
ざいました。来年も楽しみにしています。

佐野　かおり さん（2年保護者）
　梅雨の時期とは思えない、とてもさわ
やかな晴天に恵まれ、楽しみにしていた
PTA一日研修に参加させていただきまし
た。途中渋滞に巻き込まれてしまいまし
たが、バスの中は笑顔と笑い声が絶えな
い、楽しい時間でした。琵琶湖バレイに
到着し、日本一の速度のロープウェイで
琵琶湖テラスへ。快晴の中での景色は、
とても綺麗で素晴らしかったです。その
後、三井寺へ行き国の重要文化財が並
ぶ境内を、ボランティアガイドの方に説明
していただきながら巡り、とても充実した
時間を過ごすことができました。参加でき
て本当によかったです。ありがとうござい
ました。

木村　智恵子 さん（3年保護者）

クラフト作り

安城七夕まつり 準備

一日研修!

「箱根のスポーツ文化・歴史・芸術に触れる旅」



　今年度も吹奏楽コンクール、マーチングコンテスト全国大会出場を目指して、生徒た
ちは毎日活動しています。自分の音に真摯に向き合い、音の誤差を千分の一まで追求
しています。個人のレベルを上げて合奏に臨むので、ますます音がよくなります。これも
支えてくださる先生方のおかげです。大会までに何度もオーディションを受け、緊張感や
喜び、悔しさを味わう子どもを、保護者は全力で支えます。ときにはその想いを保護者同
士で共有し、保護者全体で生徒たちを支えられるように取り組みます。生徒たちは、仲
間・先生方・保護者の想いも音に乗せて響かせてくれると信じています。
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　ケーキの試作・試食会は、去年は参加できず今年初めて参
加しました。私はチョコチップシフォンケーキを作りました。ケー
キ作りは好きなので家でも作るのですが、チョコチップシフォン
ケーキは作ったことがなかったので、できあがりがどんなふうに
なるのか楽しみながら作ることができました。できあがりを見なが
らチョコチップがまんべんなくいきわたるように意見を言い合っ
たりして、とても勉強になりました。試食の方はこれでもか、とい
うくらい種類も量もあり、とてもおいしかったです。

中根 智景さん（2年保護者）

上村 ゆかりさん（3年保護者）

江頭 竜也さん（3年保護者）

保護者の取り組み

築山 知子さん（3年保護者）音に想いを乗せて

団結力!!

アーチェリー
部

吹奏楽
部
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　今回、学園祭で販売するクラフト小物の制作に初めて参加させてい
ただきました。先輩役員さん方の下準備もあり、お手伝いという形でした
が、肩たたき棒の作成に携わりました。みんなで集まって、おしゃべりしな
がら楽しくやらせていただきました。先輩役員さん方は、他にもトートバッ
グやティッシュケースなど、たくさん作るそうです。当日は、かわいらしいク
ラフト小物が所狭しと並び、華やかな空間を作り上げることでしょう。心
を込めて手作りした作品を多くの方々にご覧いただきますよう、ぜひご
来場ください！

　毎年、安城七夕まつりに合わせて末広町通りを安城の市花でもあるサルビアの花で飾る
「サルビア街道」。そのプランターを植え付ける時季となり、今回初めて参加させていただきまし
た。あいにくとても蒸し暑い日となりましたが、いつもお世話になっている町内の方 を々はじめ、
先生方が前日からしっかり準備をしてくださったことと、丁寧でわかりやすいご指導のおかげで、
たくさんのプランターにもかかわらず、滞りなく作業を進めることができ、ガーデニング初心者の
私でも清 し々い達成感を味わうことができました。七夕まつりの日、沿道に美しく並んだ赤いサ
ルビアと子どもたちの七夕飾りを見ることが今から楽しみです。保護者のみなさんも、ぜひ見に
来てください。

近藤 和美さん
（1年保護者）

　昨年はクラフト造りに参加できなかったの
で、今年初めての参加となりました。クラフト
作りは好きだけど上手にできない私でも、でき
ることをさせていただきました。丸い布のまわ
りを手で縫い、中に瓶の蓋を入れ、糸をきゅっ
と引き蓋を包み込むという、ヨーヨーキルトの
作業をしたのですが、最初は上手にできず、
布のサイズ・色・種類など試行錯誤し、ひとつ
ずつ作るたびに上手になっていき、終わる頃
には手早くできるようになりました。みんなで
協力し、いくつか繋げて鍋敷きができあがっ
たときはとても感動しました。

水本 美和さん
（2年保護者）

　3年生PTA役員にとって、学園祭は3年間の
集大成と言っても過言ではありません。何を出
品するか話し合いを重ね、布地集めや裁断・構
成から完成まで、すべて手作り。つい手が伸び
触れたくなる素敵な小物たちができあがってい
きました。裁縫が苦手でも、いつの間にか職人
のように手際がよくなっていく様は、さすが主
婦。さらに小物たちを見て「かわいい！」と声を上
げ、まるで女子高生に戻ったかのようでした。ア
イデアと愛情のこもった商品で皆様をお迎えで
きるよう、役員一同一丸となっています。当日は
「元気な売り子ママ」たちも必見ですよ！

山田 千晶さん
（3年保護者）
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　福島インターハイ出場が決まりました。金子先生、玉越先生、倉田先
生には子どもたちにたくさんの時間を費やしてご指導いただき、ときには
父になり姉になり寄り添っていただき、父兄一同「感謝」しております。全
国制覇という高い目標を持ち、ときには壁にぶつかり涙することもありま
すが、楽しいとき・辛いときは仲間同士で支え合い乗り越えていると思い
ます。そんな仲間に、環境に、「感謝」。父兄も日々頑張る子どもたちの成
長を見守っていく中で、たくさんのパワーと感動をもらい「感謝」していま
す。福島では「感謝」の気持ちで、先生・部員・父兄が一丸となり戦って
いきます。

　大勢の部員が入部し、勢いのある陸上競技部。今では全
国大会の常連校になりました。今年も地区大会を勝ち抜き、
全国大会の切符を手に入れた反面、予選会で敗退し涙を流
している選手がいるのも事実です。そんな選手たちをいつも
励まし、共に笑い涙を流してくれる仲間たちがいます。大きな
声でスタンドから応援し、選手と共に戦い、選手のサポートを
してくれるマネージャーには感謝しかありません。私はこの団
結力にいつも感動しています。全国大会でも選手の支えに
なってあげてください。また、顧問の先生方の熱いご指導には
いつも感謝しております。全国のてっぺん目指して頑張れ！

橋本 美穂さん
（3年保護者）

サルビア街道を飾る

感謝の気持ちで福島へ！

海野 祐未さん（3年保護者）
　今回アーチェリー部より、男子では初めてのインターハイ出場を決めました。顧問の先生方のご尽
力、いろいろな方々の支えがあったからだと思います。また、たくさんの壁にぶつかり、悩みながらも努力
し続けた結果だと思います。継続は力なり＝常に自分のやれることをやり、小さなことを積み重ね、これ
からも前進することを願います。インターハイでは、個人の部で出場しますが、自分自身との闘いでもあ
ります。万全を期し、先生方・後輩・他の学校の友だち・その他多くの方への感謝を忘れず、期待と応
援を背に頂点を目指して頑張ってほしいです。

上を目指して

学園祭準備中

安城七夕まつり 準備中

クラフト作り
ケーキ作り

女子バスケッ
トボール部

陸上競
技部

【写真】江頭 竜也

　
　
　多
くの
皆さんが笑顔で大活躍中！　　

　
　
　
　多
くの
皆さんが笑顔で大活躍中！　　

　

保護者の皆さんの出会いと活躍の場として、
多彩な行事を設けています。

生徒たちと、学校と、そして保護者同士の交流を
深めながら、多くの経験を共有しましょう。
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