Report

イ ベ ント に 参 加 さ れ た 保 護 者 の リ ポ ート

報告 ＰＴＡ一日研修

２０１9年６月22日
（土）

「ルミナス神戸２にてフレンチのランチクルーズ
＆南京町中華街の歴史学習と散策」参加者９２名

行程
学校発 〜 ルミナス神戸２にてフレンチのランチクルーズ(乗船・昼食) 〜
神戸華僑博物館にて歴史の学習 〜 南京町中華街 〜 学校着
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充実した
高校生活のために

わくわく、どきどきテンションMAXな一日 冨田 陽子 さん（1年保護者）
初めてＰＴＡ研修に参加させて頂きました。親しい保護者の方もいなくて１人で申し込み、少し
不安もありましたが、
ご一緒させて頂いた方皆様、気さくに接して下さりとても楽しい旅行となりま
した。
「ルミナス神戸２」
では、神戸の街並を海上から眺めながらのランチクルーズ。
日常を忘れセ
レブな気分を満喫できました。
その後、神戸華僑歴史博物館へ行き華僑の生活、中国人と日本
人との交流についてお話を聞く事ができました。
「南京町中華街」散策で並んでも食べたかった
老祥記の元祖豚まんは、
もう絶品！あっという間でしたが、大満足な１日でした。

リフレッシュできた研修旅行

PTA一日研修
（ルミナス神戸2）

神谷 かつら さん（1年保護者）

今回初めてＰＴＡ一日研修に参加させて頂きました。初めてのランチクルーズでは普段ゆっく
り食事をすることがありませんので、本当にゆっくりと食事をして楽しい時間が過ごせました。華
僑博物館では、神戸と横浜の中華街の歴史や違いなどを色々知ることが出来ました。南京町
中華街では、仲良くなったお母さん達と食べ歩きをしました。久し振りの南京町、昔と変わらずた
くさんの人・食べ物・街並みが私たちを楽しませてくれました。
３人の子ども達の為に使わない一
日は、食事のことなど色々気になってしまうこともありましたが、
自分のために過ごすことができ、
も

PTA 会長

のすごくリフレッシュすることが出来ました。

（神戸中華街）
PTA一日研修

気持ちは女子高生！

平林 美帆

杉浦

さん（2年保護者）

2019年度PTA会長を勤めさせ

今回初めてＰＴＡ研修旅行に参加させて頂きました。
クルーズでは、
美しい神戸の風景を見なが

ていただきます杉浦修二と申しま

ら楽しいおしゃべりや、美味しい料理でとてもゆっくりとした心温まる時間を過ごすことが出来まし

す。
このような大役を任されること

た。南京町中華街では、
タピオカジュース片手に熱々の小籠包に肉汁たっぷりの焼売を頬張り、

は初めてのことであり、大きな責

友達とお揃いのカバンを買って沢山の写真を撮ったら、
気分はキラキラ輝く女子高生でした。本当

任を感じております。皆様のご支

に一日、
女子高生にタイムスリップしたような素敵な心に残る楽しい時を過ごすことが出来ました。

援を賜りながら責務を全うしてい

ぎゅっと凝縮の一日研修でおなかも心もいっぱい 杉浦 陽子 さん（3年保護者）

きたいと思います。本校生徒は

作り
学園祭ケーキ

まるで女子高生の団体様のように、行きのバス内はトークに花が咲きみだれていました。
しゃべっ

先生方のご尽力で学業、部活
動、
自主活動などいろいろなこと

てお腹がすいてきた頃に豪華客船のルミナス２でランチクルーズ。
コース料理を堪能しながら青い

にチャレンジしております。私たち

海・空港・神戸の街を眺めて２時間、非日常を味わうことができました。華僑博物館では華僑や孫文

PTAはそんな子どもたちのチャ

についての歴史を知り、約１５０年前に神戸華僑は
「落地生根」(らくちせいこん)という姿勢で、
その

レンジを少しでも後押し、応援で

地に根付き、
日本人と共存共生をしてきたそうです。南京町では有名店へ走って並び、食べては走

きればと思い活動しております。

りと汗だくでした。みなさん家族にも食べさせてあげたいと、両手がお土産袋いっぱいになってまし

また、本校PTAは生徒だけでな

た。
「次も研修に参加したいね。」
とあちこちでそんな声が聞かれました。

Information
土曜講座

安城学園高校学園祭

く私たち保護者も楽しめる行事、

クラフト作り

これからのイベント&お知らせ

開催日／４月２７日(土)、
６月１日(土)、
７月１３日(土)、
１０月２６日(土)、
１１月１６日(土)、
１月１８日(土)、
２月１５日(土)、
３月１４日(土) （合計８回）
開催日／９月２７日
（金）
・２８日
（土）
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修二

企画がたくさんあります。積極的
にご参加いただき交流を深め、
気軽に悩みなど話し合える開か

１１月PTA一日研修会
「紅葉見事な徳川園と徳川美術館・源氏物語ツアー

れたPTAにしていきたいと思っ
ております。子どもたちの学校生

〜抜群のシティビュー！国際センター最上階・東天紅で中華料理を堪能〜

活がより充実したものとなるように

劇団四季にて＜パリのアメリカ人＞鑑賞」

努めてまいりますのでご理解、
お

開催日／１１月１６日
（土） ※案内は７月１２日(金)配布

力添えのほどよろしくお願いいた
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します。
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〒446-0036 安城市小堤町4-25
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部活動 保護者の取り組み

学園祭準備中
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（土）

ケーキ作り

切磋琢磨する仲間と供に
先生方の愛情深いご指導のもと、
日々練習に励む安城学園高校陸上競
技部。今以上に上を目指したいというそれぞれの熱い思い、大会では団体戦
を思わせる力強い応援に私は毎回心打たれます。
そして、
その強さの理由は
そこにあると思います。今年も多くの種目でインターハイ出場を決めることが
出来ました。嬉し涙、悔し涙あったと思います。誰よりも頑張ってきたからこそ
の涙ではないでしょうか。今年のインターハイの会場は沖縄です。今まで一緒
に頑張ってきた仲間の思いとともに、
あのキレイな海と青い空の沖縄の地に
安学旋風を巻き起こしましょう
！
！

村田 人美さん（1年保護者）

学園祭で販売するケーキの試作・試食会に参加させていただき、私は
プレーンのシフォンケーキを作りました。他に抹茶、
チョコのシフォンケーキ
とパウンドケーキ、
チョコブラウニーなど食べきれないぐらい沢山あり、
どれ
もとても美味しかったです。
また、皆さんと学校や子ども達の話で盛り上が
り、楽しく活動することができ良い機会を与えて頂いたと思いました。学園
祭当日も皆さんに喜んでいただけるだろうと今から楽しみになりました。

女子力アップUP!?

女 子 サッ カ

山岡 真由美さん（2年保護者）
昨年から参加させて頂き、今年で２回目になります。今ま
でケーキ作りなど女子らしいことをしたことのない私です
が、
ＰＴＡの皆さんと楽しく作業をさせて頂き、
バナナチョコ
ケーキとチーズケーキを上手に作ることができました。
レシ
ピを頂き、家でもたまにですが作るようになり、未知の世界
であったケーキ作りを体験することができ、女子？の仲間入
りができた様な気がします。
とても美味しいケーキばかりで
すので、皆さん是非学園祭で食べてみて下さい！食堂でお
待ちしております。

（土）

クラフト作り

楽しく参加しました！
丸谷 しのぶさん（1年保護者）

初めてのクラフト作りに参加しました。手作りは好きですが最
近では時間が取れずに、
このような時間は久し振りでした。好き
ではありますが不器用ですので、
きちんとしたものが作成できる
のか不安でした。先輩役員の方が丁寧に教えて下さり、初めて
の作業も不安なく楽しんで進めることが出来ました。今回作っ
たのはリボンを使った小物で、様々な色や柄のリボンをアクセサ
リーや小物に作り上げます。色とりどりの材料のリボンを見るだ
けでワクワクし、好みの組み合わせで世界に一つの作品を作り
上げるのは幸せな時間でした。学園祭に並べて皆さんに手に
とって頂けますと、
また一層の幸せな気持ちになりそうです。

技部

小寺 瑞穂さん（3年保護者）

学園祭準備に参加して
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陸上競

ー 部 仲間のために自分のために
青葉 信子さん（2年保護者）

さんが笑顔で大活躍
皆
中！
くの
多

PTA

活動リポート!
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。

弦楽部

吹奏楽

部

県総体準決勝。対戦相手は県で６年間負け無
し、絶対王者の聖カピタニオ女子高校。聖カピタニ
オの背中を追いかけ続け、
いつか勝つ！歴代の先
輩たちからそんな熱い想いが受け継がれてきまし
た。前半フリーキックのチャンスを得ると、部員全員
の気持ちが乗ったシュートはゴールに吸い込まれ、
先制ゴール！その瞬間ビッチそして客席からも歓喜
の悲鳴。緊張感漂う試合は３対１で聖カピタニオに
初めて勝つ事ができました。試合が終わった後の
部員そして中野先生は今まで見たことがないくらい
の満面の笑みでした。決勝では勝利を収める事は
できませんでしたが、今回の経験を糧にし、更なる
高みを目指して頑張って欲しいです。女子サッカー
部の応援をお願いします。

想い一つに

天野 顕子さん（3年保護者）
大勢の部員が入部し、活気あふれる吹奏楽部。定期演奏会の
ほかアンフォーレや七夕パレード等の地域での活動にも力を入れ
ています。演奏を聴く機会も多くあり保護者として大変ありがたく
思っています。
そして今年も、
コンクールやマーチングコンテストで
の全国大会出場を目指し日々邁進しています。顧問の先生方の
熱心なご指導のもと、部員それぞれが自分の音に磨きをかけ、美し
いハーモニーを作り上げていきます。各種の大会に向け、先生方
や部員とともに、保護者も全力でサポートと応援を続けていきたい
と思います。皆の想いが一つになり、感動できる響きとなることを
願っています。

魅力的な作品がたくさんです！

心ひとつに、めざせ全国！ 近藤 和美さん（3年保護者）

クラフト作りに参加させて頂くのも今年で３年目、
昨年までは先輩方のお手伝いとして楽しく参加
させて頂きましたが、
今年は少しプレッシャーを抱えての参加となりました。
しかし、
いざスタートすると
布や素材集めから始まって、
素敵なアイデアがたくさん出てきました。
１
・
２年生の役員さんにも協力
頂いて、
次々と出来上がる作品に
「かわいい！」
「これ欲しい！」
と、
いつの間にか楽しく盛り上がってし
まいました。定番のポーチやバックに加え、
玄米カイロやリースなど学園祭当日に、
たくさんの魅力的
な作品で、
皆さんをお迎えすることを今から楽しみにしています。当日は食堂まで是非ご来場下さい。

弦楽部に入部して３年。今年も全国大会を目指し、
日々練習に励んでいます。様々な場所
での演奏会、東北への演奏旅行。いろいろな体験をさせていただき、本当に感謝しています。
１年目は全国大会出場、
２年目にはアンサンブルとしても出場！全くの初心者に懇切丁寧にご
指導して下さった先生方。暖かく時に厳しく叱咤激励し、見守ってくれた先輩たち。本当にあり
がとうございました。
そして３年目、先輩たちのいなくなった穴を埋めることは容易ではなく、
また
全国を目指すプレッシャーで悩みながらも頑張っています。先生方、仲間、
その他多くの方への
感謝の気持ちを忘れず一致団結し、素敵なハーモニーを奏でられるよう応援しています。。。

近藤 和喜子さん（3年保護者）

