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川島弘嗣
会長

本年度、八王子市立小学校ＰＴＡ
連合会（以下「小Ｐ連」
）会長に就
任しました恩方第一小学校ＰＴＡ会
長の川島弘嗣です。会員の皆様にお
かれましては日頃から小Ｐ連の活動
にご理解、ご協力を賜り心より感謝
申し上げます。
私は、昨年度より初めてＰＴＡ活
動に携わり、そこで学校や保護者、
地域の方々と交流させて頂き、こん
なに多くの方が情熱をもって子供た
ちの為に活動し、
子供たちは守られ、
大切に育てられている事を改めて実
感いたしました。
それは小Ｐ連を通しての活動でも
同様です。
「子供たちのため」は当
然ですが、何より大人達が一所懸命
に、そして楽しく汗を流している姿

新会長就任の
ご挨拶
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を見てとても嬉しく感じ、そんな背
中を子供たちに見てもらい何かを感
じてもらえれば、それでＰＴＡとし
て一つの答えが得られるのではない
かと確信しています。
小Ｐ連では大きな事業として常任
委員会、スポーツ大会、ピーポくん
キャンペーン、読書コンクールの開
催を行っております。昨年の読書川
柳では八千を越える作品が寄せら
れ、大盛況の中、終了いたしました。
これをきっかけに子供たちが読書に
親しみを持ち「読書のまち八王子」
推進の一翼を担えればと考えていま
す。
また行政側とは様々な情報・意見
交換を行っており、昨年度は図書館
サポーターの拡充や、都内ではいち
早く防犯カメラの設置を決めて頂き
ました。
引き続き校長会とも連携し、
子供たちそして各単位ＰＴＡの声が
行政に届くよう努めてまいります。
本年度も「小Ｐ連の魅力」をみん
なで考え、発信できるよう取り組ん
でいきますので、皆様のご支援を宜
しくお願いいたします。
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楢原小学校

「スマホ・ケータイ
安全教室」のご報告

今年一月、ＮＴＴドコモ「ケータ
イ安全教室事務局」に依頼し、楢原
小ＰＴＡ室にて保護者向けの講座を
開催しました。昨年、青少対楢原地
区で開催された同講座を受講し、子
供たちが使い始める前に、
「どのよ
うな利便性があり、どのようなリス
クがあるか」を保護者が知る必要が
あると強く感じたからです。
「インターネット中毒」の問題は、
子供の心身の健康に影響を及ぼしま
す。インターネットを介して、被害
者または加害者として「犯罪に巻き
込まれる可能性」もあります。
ゲーム機、
タブレット、
音楽プレー
ヤーからも利用できるインターネッ
ト。小学生にとって、既に身近なも
のとしてあります。買い与えるのは
保護者。契約者は保護者。だからこ
そ、子供の利用には保護者が深く関
わり、毅然とした態度で接していか
なければならないことを学びまし
た。講座終了後、参加者のアンケー
トをまとめ、ＰＴＡ通信に掲載しま
した。一部をご紹介します。

◦「大
 人は『ついていけない』と言
わず、知る努力をしなければいけ
ないと思った。
」
◦「親
 が携帯の機能を知り、制限や
ルールを決めるのと同時に、いじ
めに発展する前の段階や、携帯で
の危険に遭遇したり被害にあった
りしてしまった時に、親に相談で
きる、なんでも話せる家庭環境を
作ることも重要ではないかと思っ
た。
」

ＰＴＡで講座を開催し、情報を共
有することはできましたが、大切な
のはその後、家庭内や保護者間で話
し合うことです。
また、子供が仲間とのコミュニ
ケーション手段としてスマホ・イン
ターネットを利用するときの利用法
やルールに関しては、地域全体の常
識となるような規範も必要になると
思います。隣の学校の子も、その隣
の学校の子も、例えば、夜九時以降
携帯はリビングに置いて、使用しな
いのが当たり前。すぐに返信できな
いのはお互い様。そんな地域に八王
子が、また社会全体がなっていくこ
とが、子供の安全・安心に繋がるの
ではないかと感じました。
（楢原小ＰＴＡ会長 飛川美和子）
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第１ブロック

小Ｐ連だより

第１ブロックは男性のＰＴＡ会長が多いのが特徴。おやじ会が活発な学校も多く
ＰＴＡ行事などでもお父さん達が活躍しています！

冨士本大祐）

５月２３日（日）に運動

保護者が赤と白の二組に

のＰＴＡ競技は玉入れを

分かれ、本気になって大

行いました。保護者、卒

玉を上へ下へと競い合っ

業生チームと教職員チー

て送りました。勝った赤

ムが対戦しました。怪我

組は運動会全体でも勝

のないように軽い競技に

利！ 保護者の熱気が子

したはずが、筋肉痛で苦

供たちにも伝わったので

しんでいた人もいたよう

は !?

です。

宇津木台小学校
ＰＴＡ競技：おっかけ
別対抗リレーは毎年、大
玉入れ

約１００名のお父さんお

盛り上がり！今年は６

かれて、丸の中を逃げ回

コース×９人ずつで５４

る鬼姫が背負ったカゴを

名が参加し、この時ばか

めがけて玉を投げ入れる

りはお父さんやお母さん

競技。今回の鬼姫はいつ

が本気で走り、子供たち

もさわやかな笑顔の先生

は大喜びして応援してい

たちです。子供たちの声

ます。いざ走らん！

援に皆さん大はしゃぎ！

保護者＆教職員での学年

会が行われました。今年

母さんが赤・白・青に分

第一小／第三小／第四小／第六小／第八小／第十小／大和田小
小宮小／高倉小／宇津木台小

第十小学校
ＰＴＡ競技：保護者＆
教職員リレー

（小宮小ＰＴＡ会長

第八小学校
暑さのなか、約 80 名の ＰＴＡ競技：玉入れ
最高気温 30 度を超える

第六小学校
ＰＴＡ競技：大玉送り

第２ブロック

（2）

第２ブロックはとにかく仲がいいんです。ブロック会議も笑いが絶えず（笑われているだけかも）
いつも横道に逸れてしまいます。

上川口小学校
ＰＴＡ競技：続・竹取
安全のために行なってい
物語
本校は、毎日子供たちの

るパトロールの地区別対

2 チームに分かれ、男性

らず、結果は引き分け。

は長い竹、女性は短い竹

楽しく、そして仲良く終

を取り合い、1 勝 1 敗の

えることができました。

１９０名の参加者によ
り、校庭からはみ出しな
がらの引っ張り合いに、
子供たちをはじめ、先生
方も声を張り上げての大
声援でした。保護者、地
域パワー恐るべし。

ちの竹取物語に続き、初

先生方含め、約 60 名が

負けられない！と両者譲

て開催した綱引き！総勢

周年を迎えます。子供た

を実施しました。
卒業生・

子供たちの声援を受け、

ＰＴＡ競技として、初め

本校は今年度創立 140

の試みで、続・竹取物語

抗で、
綱引きをしました。

陶鎔小学校
ＰＴＡ競技：ガチンコ綱
引き you 引いちゃいなよ〜

鈴木英一）

引分けでした。

加住小学校
ＰＴＡ競技：お玉リレー
未来に繋げ

本年は初のお玉ボールリ
レーを行いました。年代
別に 50 代→ 40 代→中
3…小 1 年まで「未来へ
つなぐ」という形で。年
代詐称？の選手への歓
声、ＰＴＡはじめ参加者
の着ぐるみパフォーマン
スに、場内がなごやかに
沸きました！

第九小／中野北小／清水小／川口小／陶鎔小／上川口小／美山小
楢原小／松枝小／加住小

清水小学校
ＰＴＡ競技：綱引き

（川口小ＰＴＡ会長

（3）

第３ブロック

小Ｐ連だより

今年は新任の会長が多い第３ブロックですが、ブロック会議では各校の役員も出席し
情報交換が盛んです。懇親会も大盛況です。

元八王子小学校
ＰＴＡ競技：王かん
年保護者のみ参加の綱引
レース
上壱分方小学校では、毎

きを行っていましたが、
今年は保護者にまじり卒
業生と先生も参加し、お
たすけ綱引きを行いまし
た。普段みられない先生
方の頑張りに子供たちも

恩方第二小学校
ＰＴＡ競技：デカパン
リレー

長房小学校
ＰＴＡ競技：綱引き

川島弘嗣）

手作りの王冠にボールを
乗せて競います。打倒先
生チームで去年は見事勝
利！今年は負けないから
と先生に言われていま
す。一生懸命走る大人の
姿に子供たちも大喜び。
今年も子供たちの喜ぶ姿
が見られるように頑張り

大盛り上がりでした。

ます。

元八王子東小学校
ＰＴＡ競技：追いかけ
りの大きなパンツを親子
玉入れ

わが校のＰＴＡ種目は新

今回のＰＴＡ種目は手作

任の教諭に参加して頂く

で履いて走る「デカパン

「追いかけ玉入れ」です。

リレー」を行いました。

先生に籠を背負って逃げ

参加したのは小規模校な

てもらい、そのあとを紅

らではの全児童！走る事

白の玉をもった保護者が

よりどうやって早く脱ぎ

追いかけます。スピード

履き出来るかが勝負の分

感のある競技ですので、

かれ目でした。

児童も盛り上がります。

第４ブロックでは、「こういう時どうしてる？」
「教えて」と気軽に聞きあえる雰囲気を大切に
助け合いながら活動しています。

本校は今年創立８０周年

（東浅川小ＰＴＡ会長

津﨑忠男）

横山第二小学校
を迎え、その記念行事の ＰＴＡ競技：玉入れ

今年度、久々にＰＴＡ参

一環として運動会におい

予想外の多数参加で赤白

て保護者と教職員の綱引

玉の乱れ飛ぶ大熱狂！な

きを行いました。赤組は

んと、コスプレで参加さ

「校長先生チーム」白組

れる先生方も！やる気一

加競技の玉入れが復活！

は「ＰＴＡ会長チーム」

杯の参加者達のがんばり

にそれぞれ分かれて大変

を、
会場が一体となって、

に盛り上がりました。

大いに楽しみました。

校長、副校長も参加し、 山田小学校

今年のＰＴＡ競技は、テ

ＰＴＡ競技：ボール運
保護者が赤白に分かれて
びリレー

ニスラケットとドッジ

勝負します。人数が対等

ボールを使った赤、青、

にならない時は、少人数

白、黄色の４チームに分

校の良い所で、他の先生

かれてのリレー競争。保

方も加勢してくれます。

護者・教員総勢 40 名余

子供たちに負けない位、

りが参加し、子供たちに

熱い闘いが繰り広げられ

負けないくらい、力いっ

ます！

ぱい頑張りました。

第二小／第五小／第七小／横山第二小／散田小／長房小／船田小
山田小／浅川小／東浅川小

第五小学校
ＰＴＡ競技：綱引き

（恩方第一小ＰＴＡ会長

元八王子小／元八王子東小／城山小／上壱分方小／弐分方小
恩方第一小／恩方第二小／元木小

上壱分方小学校
ＰＴＡ競技：おたすけ
綱引き

第４ブロック
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格好良かったです。チー

ＯＢ、ＯＧや地域の方に
ム分けをした朝のよそよ

よる熱戦が繰り広げられ
そしさとは違い競技後に

ました！全力で綱を引く
はみんなで談笑をしてい

姿に子供たちからも大声
る光景に感動しました。

援が送られていました！

由井三小ではすっかり恒 由木東小学校
５月２３日第６７回運動
由井第三小学校
ＰＴＡ競技：走れ夢大地 !
ＰＴＡ競技：レッツゴー！
例となった「走れ夢大
会が行われました。ＰＴ
おやじの会親子リレー
つなひき
地！おやじの会親子リ

Ａ競技「レッツゴー！つ
レー対決」
。今年は 30

なひき」にはたくさんの
名以上の児童がエント

ご参加ありがとうござい
リーしました。先生方も

ました。お父さんお母さ
加わり、大人も子供も手

んの必死に綱を引く姿に
加減なしの真剣勝負で毎

子供たちも精一杯声援を
年盛り上がります。

送ってくれました。

編

集

後

http://8oji-spr.org/
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ただき、先生、保護者、

年度活動計画

24

けながら走る姿はとても

平成
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ム計 160 人にご参加い

横山第一小／由井第一小／由井第三小／長沼小／片倉台小
由木東小／由木西小

11

記

【スポーツ大会】
私の学校では、運動会のＰＴＡ競
平成 年度スポーツ大会は、次の
技は毎年同じ事をしていて、何か違
日程で開催します。
う事ができないかと考えており、他
◦バトミントン決勝９月６日（日）
校はどのような競技をしているの
甲の原体育館
か、大変興味を持っていました。
◦バレーボール決勝９月 日（日）
そこで今回の小Ｐ連だよりは「運
甲の原体育館
動会におけるＰＴＡ競技」の特集に
◦ソフトボール決勝 月１日（日）
滝が原グランド
（予備日 月８日） しました。
多くの学校から原稿や写真を頂
【第３回読書川柳コンクール】
き、やり取りをしていく中で「今回
平成 年度の事業は「第３回読書
の小Ｐ連だよりを拝見するのが、さ
川柳コンクール」
を開催します。
今年
度のテーマは児童の部、保護者教職
らに楽しみになってきました。
」と
員の部とも共通で
「図書室
（図書館）
」
。 いう声をいただき、私たちのやる気
読書のまち八王子普及促進のた
スイッチが入り、和気あいあいと賑
め、ぜひ多数の応募をお願いしま
やかに進められました。
改めて、
他校
す。
表彰作品・各校選考優秀作品は、
との交流ができる小Ｐ連の素晴らし
「おおるり展」にて掲示されます
さを実感することができました。
【ピーポくんの家キャンペーン】
（第２ブロック長 鈴木英一
平成 度ピーポくんの家キャンペ
広報担当 古田哲夫
ーンは、次の日程で開催します。
同 大宮照美
◦第１ブロック 月 日
（日） 時〜
同 石川耕平）
みずき通りフェスティバル
◦第２ブロック 月８日
（日） 時〜
小Ｐ連よだり第 号担当
やまゆり館祭り
第２ブロック
◦第３ブロック 月 日
（日） 時〜
第九小・中野北小・清水小
恩方市民センター
川口小・陶鎔小・上川口小
美山小・楢原小・松枝小・加住小
◦第４ブロック 月 日
（土） 時〜
いちょう祭り
（予備日 月 日）
※詳細は小Ｐ連ＨＰ
◦第５ブロック 月 日
（日） 時〜 
25

名。子供たちの声援を受

27

京
（予定）（予備日 月 日）
 王線北野駅前
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27
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27

の運動会。40 人× 4 チー
したが、出場選手は 54

曾木真季子）
（横山第一小ＰＴＡ会長
ＯＢも交えて、支え合いながら楽しく活動しています。

40 周年を迎えた今年度

片倉台小学校
ＰＴＡ競技：綱引き
保護者競技は初の試みで

横山第一小学校
ＰＴＡ競技：童心に
戻ろう『保護者リレー』

10

11

11

10

楽しいこと大好き♪なメンバーが毎年揃う５ブロック！
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