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冬休み親子チャレンジクラブ
令和３年１月８日（金）今年度初の親子チャレン
ジを開催しました。本校の大塚先生を講師に、絵画
教室を開きました。
軽いタッチで色を塗ったり、粉状にして綿棒で塗
ったり、指で伸ばしたり…。パステルを使った様々
な色の塗り方を学んで、親子一緒に楽しく活動する
ことができました。
参加してくださったみなさま、ありがとうござい
パステルを使ってカラフルな木を描きました。

ました。

第２回ＰＴＡ研修会「編み物教室」～令和 3 年 2 月 3 日（水）
アイビー

秋田市楢山で「コーヒー＆ニットＩＶＹ 」を営んでいる髙畑美幸さんを
講師に迎えて「編み物教室」を行いました。
経 験 者 も未 経 験 者 もかぎ針 と毛 糸 を持 ってモチーフづくりに挑 戦
です。一 時 間 はあっという間 で完 成 には至 りませんでしたが、集 まった
お母さんたちは楽しい時間を過ごしました！
このモチーフは、製作を楽しむことはもちろん、東日 本大 震災 １０年
を節 目 に、「あの日 を忘 れない。全 国 みんなで復 興 を支 援 しよう。みん
なの思 いを繋 げよう。」という応 援 もできるものです。詳 しくは 左 記 の
サイトを検索してみてください。また、ＨＰでも編み図等を紹介 していま
すのでご覧ください。

できあがり！
（福士教頭・作）

令和２年度

第３回ＰＴＡ専門部会・役員会

令和３年１月２０日（水）、厳しい寒さの中、役員の皆様にお集まりいただき、今年度最
後の専門部会・役員会行いました。
専門部会では、今年度の活動を振り返ると共に、今後も続くコロナ禍の状況で、継続が望
ましい活動、工夫して行える活動など、各専門部とも新年度に向けた改善案が出されました。
・研修部～「先輩保護者と語る会」の継続と共に、卒業し
て２，３年経過した保護者のお話も聞きたい。雑巾は７
０枚ほどの提供があり、次年度も継続したい。また、夏
祭りの時期も見直してはどうか。
・文化部～「登校時一声運動」は、登校のみならず、下校
時間もあると参加しやすい保護者も増えるのではない
か。「イエローレシート店頭活動」は、コロナ禍で実施
が難しいのであれば、他に家庭でできるＰＴＡ活動を考
えていく必要がある。
・厚生部～冬季の親子チャレンジクラブは、悪天候やコロナ
ウイルスに限らず感染症流行期にあるため、秋季の連休等
に時期をずらしたらいいのではないか。内容もクッキング
等親子で取り組みたい内容ができないか。さらに、内容が
分かりやすい案内をしていきたい。
・役員～清掃活動は、最初の説明を省き、掃除個所に分かれて
すぐ掃除に取り掛かると効率よくできそうだ。今年はコロナ
で学校でのＰＴＡ活動が減り、この状況が続くのであれば家
庭でできるＰＴＡ活動を工夫していきたい。
現役員が集う最後の専門部会・役員会は、４月１４日（水）午後１時から２時に行う予定
です。よろしくお願いします。
最後に、第３回全校ＰＴＡ全体会の時に、副会長の武田さんから、「役員になり、保護者
の皆さんとも先生とも仲良くなれた。」という一言が、ＰＴＡ活動を後押ししてくれている
ような気がしました。子どもの応援者は、保護者も教職員も同じです。子どもたち一人一人
の成長と笑顔のために、保護者（Ｐ）と先生（Ｔ）が一緒に力を合わせて（Ａ）、来年度も
活動して行けたらと思います。

役員の皆さまをはじめ保護者の皆さま、一年間ありがとうございました。
ひ と り い ち かつどう

一人一役から一人一活動に！～さらなる発展をめざして
アンケートのご協力ありがとうございます。前向きなご意見をいただき、来
年度の活動に反映していけたらと思います。なお、専門部の希望は、学年等の
バランスを見て第一希望にはならないことがありますことをご了承ください。
新年度になりましたら、各学級の評議員の選考にご協力ください。
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作業学習製品販売会～中学部ＰＴＡ

でしたが、
コロナウイルス感染予防のため、作業学習製品の販売が思う
ようにできない年ですが、学部ＰＴＡに合わせて販売会ができ
ました。校内実習への意欲付けにもなり、生徒達は一生懸命製
作しました。30 分ほどで全ての工房の製品が売り切れた時に
は大きな達成感に包まれていました。わずかな時間でしたが、
小学部の保護者の方にも参観していただきました。校内実習の
後半に弾みがついたひと時でした。

いらっしゃいませ！ 心を込めて作りました。

進路指導主事 講話会～小学部ＰＴＡ
お子さんの、高等部卒業後の「はたらく・くらす・た

完売！ バンザイ！！

ウエス＆雑巾のご協力
ありがとうございます！
１０名ほどの方から２００

のしむ」を充実させるために、小学部段階から①話をよく

枚以上のご協力をいただきま

聞いて行動②元気に運動③清潔に身だしなみを整えて過

した。校内の消毒に使わせてい

ごす習慣④係活動や家の手伝い、この４点を大事に育てる

ただきます。ありがとうござい

ことについてお話がありました。他にもお子さんの進路先

ました。尚、回収は継続します

の決定にあたり御家族の生活スタイルによって選択肢が

ので、引き続きご協力をお願い

違ってくることなど多岐に渡る情報が得られました。まだ

します。

先のことと思いがちで
すが、今から考えてお
くこと、そして知って
いると安心できること
があります。まずは、
お子さんの将来の姿を
思い描いてみませんか？

ＰＴＡ講演会「大人が支える！インターネットセーフティ」
教育庁 生涯学習課
「今どんなことが流行っているの？」

佐々木泰生 氏

ネットトラブルへの自己評価

「今、友達とどんなことをやっているの？」

□

個人情報の流出はしていないか。

「時々教えてね！」と気軽に子どもに問い

□

不適切な投稿をしていないか。

かけていますか？

□

長時間利用していないか。

□

家族への情報提供はしているか。

インターネット（以下ネット）を子どもに
安全に使用してもらうための方法を分かりや

すく解説してもらいました。「ネットのルールの教え方は、自転車の乗り方と同じで、段
階を踏んで教えるとよい」という説明が、「私たち大人が支えられるんだ」という自信に
つながりました。ここでは一部しか紹介できませんが、参考にしていただければと思いま
す。
今からでも遅くはない！！
親が、教師が、「こどもを守る方法」
① 視覚支援を試みる。
② 問題を丁寧に扱う意識をもつ。
③ 周囲の相談できる人物になる

少数の参加者となり残念でしたが、次回は多くの保護者の方に参加してもらえるように
日程を調整しますので、よろしくお願いします。

ミニ学校展第 2 弾のお知らせ

と き： 11 月２１日（土）～２９日（日）
ところ： 社会福祉会館

イオン土崎港店では、主に 3 階の駐車場を利用したお客様に見ていただきました。
足を止めて製品説明をじっくり読んだり、製品の美しさに感動する声も寄せられた
りしました。本校の教育活動をもっと多くの方に知っていただくために、上記の日
程で第 2 弾を社会福祉会館で開催します。是非、足を運んでみてください。

イオン土崎港店での様子
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ピカピカ✨になりました！
10 月 8 日(木)、20 名の保護者の方に御参加いただき、ＰＴＡ清掃活動
が行われました。高等部のビルクリーニング班と共に、食堂や小学部棟の
外側の窓を中心に、そして、玄関も掃除してもらいました。高い所の窓は
ロングポールを使い、お母さんもお父さんも、手際よく窓を拭き、きれい
に掃除してくれました。肌寒い日でしたが、
終わりの頃には汗ばむほどでした。ありがとうございました。

玄 関 付 近

食 堂 の 窓

中学部の出入り口付近

PTA 登校時一声運動 10 月 6 日(火)～9 日(金)
４日間に６名の保護者の方にご協力いただきました。秋休み明けの、
朝の冷え込みが始まった中でしたが、元気な声で挨拶する生徒たちに励
まされました。参加した保護者の皆様からは、「石井歯科前の交差点の
交通量が多く、危険を感じた。」「みどりの生徒達の挨拶が素晴らしい。」
「保護者のみなさんが参加しやすいように 2 回に渡って行うのはどう
か。」などと、感想や提言をいただきました。朝、挨拶を交わして登校
するだけで心が温まることを実感した期間でした。ありがとうございま
した。

ＰＴＡでは、ウエ
スや雑巾を継続
して集めていま
す。1 枚からでも
いいですので、家
庭でできるＰＴ
Ａ活動として、ご
協力をお願いし
ます。

先輩保護者と語る会
１０月８日（木）、２８名の保護者の皆さんに参加いただき、開催しました。初めに、卒業生の卒業後の
生活や就労の様子について、進路指導主事から説明がありました。
続いて、「親から見た卒業後の子どもの様子と生活について」「在学中および進路決定までの経
験から」というテーマで、３名の卒業生の保護者からお話がありました。「少しずつ自立してきて、お
金を自分で管理するようになってきた。」「職場でストレスを抱えているように感じることがあるが、
毎日、職場に向かっているのでうれしい。」「在学中、部活動をしていたことが自信につながっている
と思う。」など、具体的なお話を伺うことができました。
フリートークでは、一般就労、Ｂ型就労、生活介護の３グループに分かれて行いました。アンケートか
ら、「進路決定に至る手続きが分かった。」「進路別のお話が聞けて、よかった。」「フリートークの時に
詳細を聞いたり具体的な質問をしたりすることができて、時間がもっと長くてもよいと思った。」とい
う感想や御意見が多数ありました。 来年も、たくさんの御参加をお待ちしています。

先輩保護者からのお話

フリートークの様子

し

ミニ学校展のお知らせ
と き：11 月 6 日（金）～16 日（月）
ところ：イオン土崎港店 ３階
今年も、ミニ学校展を栗田支援学
校とコラボして行います。
主に、中学部や高等部の作業製品
を中心とした展示となります。対面
販売は行いませんが、お近くに出向
いた際は、是非足をお運びくださ
い。

作
業
製
品
の
一
例
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今年度初のＰＴＡ専門部会・役員会が開かれました！～６／２４（水）
最初に、各専門部に分かれて今年のＰＴＡ事業について話し合いが行われました。
コロナウイルス感染症拡大防止のため例年通りの事業が行われず、今後の活動をどう
するか、また、家庭でできるＰＴＡ活動はないかと活発に話し合いが進みました。
以下に話し合いの内容を記します。
○研修部～１０月に先輩保護者と語る会（10／8）、２月のＰＴＡに合わせて、
「マッサージ講習会」（講師は中３の加藤克隆さんの母）を行う予定。
○厚生部～冬季休業中に親子チャレンジを開催予定。内容は、切り絵や張り絵を親子
で楽しむ（予定）。家庭でできるＰＴＡ活動として、ウェスづくりをお願
いする。
○文化部～９月五城目イオン、１０月土崎イオンにて、イエロー
レシートキャンペーンの店頭活動を予定しているが、
コロナウイルス感染症拡大防止のため活動は未定とする。
○役員会～８月の親子チャレンジと役員会・専門部会を中止とする。
次回の開催は１月までないが、必要に応じて各部ごとに
開催する。各部からの活動予定報告では、「家庭でできる
ＰＴＡ活動」についてアイディアが提案され、下記のように
呼びかけることにした。
研修部より

厚生部より
厚生部から、家庭でできる PTA として「ウェスづく
り」をお願いします。
コロナウイルス感染症予防対策として、学校では
机やいす、スクールバスなどの手が触れる場所の除
菌を職員が毎日行っています。

研修部では、家庭でできるＰＴＡ活動として「雑巾づ
くり」を呼びかけることにしました。
児童生徒が清掃活動や教室等の手の触れる場所
の除菌の際に使わせていただければと思います。
作り方は、

そこで、除菌に使うウェスを募集したいと思います。

ハンドタオル～２つ折り

作り方は簡単です。使い古した T シャツやタオル、イ

フェイスタオル～半分に切って２つ折り

ンナーなどを約１５ｃｍ×２０ｃｍの大きさにハサミで切る
だけ！

で縫い合わせる
＜縦１５㎝ 横３０㎝位のサイズ・一人一枚＞

夏休み中、お子さんと一緒に作ってみてはいかがで
すか？ 随時、募集します。
厚生部長： 鈴木 陽子

夏休み中のご協力をお願いします。作っていただい
た雑巾は、夏休み明けに学級担任へお届けください。
よろしく願い致します。
研修部長： 岩﨑 由紀

