５．活動活性化助成事業実施報告
地 区

市町村名

期日及び会場

豊中市

平成２７年３月９日（月）
～平成２７年３月３１（火）

池田市

豊能

箕面市

能勢町

豊能町

平成２６年９月２４日（水）～
～平成２７年３月１０日（火）
平成２７年１月２５日（日）
９：３０～１２：００
場所：箕面市立箕面文化
・交流センター
平成２６年１０月４日（土）
１３:４０～１５:００
場所：能勢町立岐尼小学校
体育館
平成２７年１月２４日（土）
１０：００～１２：００
場所：豊能町立ユーベルホール
平成２7年１月２４日（土）
１３:３０～１６:００
場所：吹田市文化会館
メイシアター 大ホール

吹田市

平成２７年１月３１日（土）
１３：００～１６：００
場所：高槻現代劇場 大ホール
高槻市

三島
平成２６年１１月１５日（土）

茨木市

場所：摂津市文化ホール

事 業 名／内

容

広報紙及び活動記録冊子の発行
１１名
○とよなか連P広報 平成２７年３月発行 ３５,０００部
○連Pこの一年 平成２７年３月発行 ４００部
･ＰＴＡ研究大会の報告や単為ＰＴＡでの取り組み等、１年間の活動内容
をまとめた広報紙及び活動記録冊子を作成して市内ＰＴＡに配布。
２６名
いけだのＰＴＡ新聞発行事業
（スタッフ数） ･市内１９学校園のＰＴＡ行事やＰＴＡを取り巻く今日的課題を中心とした
ＰＴＡ新聞を年間２回（１１月・３月）発行する。
２０９名

１７０名

第５３回箕面市ＰＴＡ大会（研究交流会）
大会テーマ ～こどもたちと豊かに生きるために～
講演会
演題：「ネットワーク社会に求められる、親と子の在り方」
講師：竹内 和雄 氏(兵庫県立大学環境人間学部 准教授)
平成２６年度能勢町ＰＴＡ協議会研修会
兼豊野地区ＰＴＡ協議会人権部会研修会
「人権わくわくコンサート」
講師：アンニョン・クレヨン
・音楽を通じて人権について考える機会とし、参加者の人権意識を高
めた。

豊能町ＰＴＡ連絡協議会 研究発表大会
･各単位ＰＴＡがそれぞれのテーマに応じた活動を実施。今年度は、ＰＴ
Ａ役員、及び「笑顔かがやくふたば園」をスローガンにして取り組んでき
た認定子ども園「ふたば園」職員による研究報告と活動事例の発表を
行った。
第４７回吹田市ＰＴＡ大会
１,４１９名 『親』をまなび、つなげる絆 ～支え合い、育てよう思いやりのい心～
○コーラス：吹田市中学校教育研究文化部
（小・中学校教員有志によるコーラス隊）
○講演：「ストレスをＨａｐｐｉｎｅｓｓへ」
～ストレスを味方につけて、
子どもとともに楽しい毎日手に入れよう～
講師：池端 裕子 氏 (ハッピーファミリーグループ・
（株）ウエルネスヒロ 代表取締役)
○講演：吹田市教育委員会の取り組み「いじめ問題について」
講師：江下 毅 氏 （吹田市教育委員会
学校教育部指導課 指導主事）
平成２６年度 第３３回高槻市ＰＴＡ大会
１，４６５名 大会テーマ「育てる家庭！学ぶ学校園！見守る地域！」
～私の子どもから私たちの子ども達へ～
○全大会 ・オープニングアトラクション…
大阪府立三島高等学校ジャズダンス部
・式典
・講演会 演題：「マンガでみる子育てのトリセツ」
講師：高野 優 氏
第３９回茨木市ＰＴＡ大会
５４６名 大会テーマ「大人が変われば子どもが変わる」
２１８名

わたしたち

１２：４５～１６：００
場所：茨木市市民会館
（ユーアイホール）大ホール

平成２７年２月１５日（日）
１３:００～１６:００

摂津市

参加人数

４４６名

きょういく

～茨木市の共育を考える～
オープニング：北摂つばさ高校 ダンス部
第一部：式典
第二部：茨木市教育員会による「茨木っ子ジャンプアッププラン２８」
取組み説明
第三部：パネルディスカッション「大人が変われば子どもが変わる」
をテーマに行った。
学校応援フォーラム・第４８回摂津市PTA大会
「イノベーションを巻き起こせ！」～応援するのも悪くない～
第一部：式典 ＰＴＡ広報紙コンクール、
写真コンクールの審査発表・表彰
第二部：小学校部会により、小学校の個性的な先生に焦点をあて
ながら学校現場をＶＴＲで紹介し、続いて中学校部会により、
学校現場で起きている問題（スマホ等）について、中学校の
先生と保護者をキャストに劇をとおして紹介した。
第三部：我武者羅應援團による講演

地 区

市町村名

期日及び会場

参加人数

平成２６年１１月８日（土）
１０：００～１３：００
守口市

枚方市

北河内

寝屋川市

大東市

場所：守口市生涯学習情報センター
（ムーブ２１）多目的イベントホール

平成２６年１２月７日（日）
９：３０～１７：００
場所：枚方市立総合体育館
平成２６年１0月14日（火）
１６日（木）・２５日（土）９：３０～
場所：寝屋川市立市民体育館
平成２６年 ７月２０日（日）
平成２６年１２月２３日（火・祝）
９：００～

３００名

５７３名

四條畷市

中河内

東大阪市

平成２６年１２月２３日（火・祝）
９：００～１７：００
場所：東大阪市立総合体育館

１，４００名 ・市立校園ＰＴＡ協議会の構成各単位ＰＴＡ協議会がチームとなり試合
を行う。優勝・準優勝・３位の計３チームを表彰する。決勝トーナメント
は、小×７・中×５の１２チームとし、３位決定戦を行う。
３５０名

２００名

３７２名

（東大阪アリーナ）大アリーナ

富田林市

羽曳野市

南河内
大阪狭山市

太子町

堺市
泉北・
堺
高石市

平成２７年１月２５日（日）
１３：３０～
場所：富田林市民会館
中ホール
平成２６年１１月１３日（木）
場所：大阪地方裁判所
平成２６年１１月３０日（日）
１３：３０～１６：２０
場所：大阪狭山市立
南第一小学校 体育館

平成２７年１月２４日（土）
１０：００～１１：５０
場所：太子町立万葉ホール

平成２６年１０月２６日（日）
１３：００～
場所：堺市教育文化センター
ホール
平成２７年１月１５日（木）
９：４５～１１：３０
場所：アプラたかいし 小ホール

容

・おたのしみ抽選会
寝屋川市立校園ＰＴＡ協議会 バレーボール親善交流会

場所：大東市立体育館
平成２６年７月２１日（月・祝）
９：３０～１６：００
場所：四條畷市立市民総合体育館
（サン・アリーナ２５）

事 業 名／内

平成２６年度守口市中学生スピーチコンテスト
･守口市内の１０中学校から２名ずつの合計２０名が各５分間の持ち時
間で「将来の夢」や「日頃感じている思い」を発表しました。また、審査
時間中には、守口市立第三中学校夜学級の生徒、（公財）守口市国際
交流協会の日本語学習者の発表に来場者（保護者・来賓）だけでなく、
スタッフ等も含めて熱心に耳を傾け、中学生が日頃感じている思いや
きっかけとなり、非常に満足のいく事業となりました。
枚方市ＰＴＡ協議会杯 ソフトバレーボール大会
・各単位ＰＴＡチームによるソフトバレーボール大会
（フレンドリー・エンジョイ・ビクトリーの３つのレベルごと）

２０６名

７２名

１４０名

１０２名

５８８名

１２４名

大東市ＰＴＡ協議会 バレーボール大会（夏・冬）
・大東市体育協会バレーボール連盟に審判等の協力を依頼し、 夏季
大会 １２チーム、冬季大会 １３チームが参加。夏・冬共に、審判講習
会、抽選会、予選（リーグ戦）と決勝（６チームでトーナメント戦）を行っ
た。
四條畷市ＰＴＡ協議会 平成２６年度校区別スポーツ大会
・市内の小・中学校及び幼稚園の保護者・先生がソフトバレーボールの
チームを作りトーナメント方式で試合を行う。午後からの決勝トーナメン
トの時には、負けたチーム同士でフレンドリーマッチを行う。フレンドリー
マッチでは、中学校区で試合の運びを各自に任せ、小・中の交流を深
めることに重点をおく。
東大阪市ＰＴＡ協議会 ブロック合同バドミントン大会
・東大阪市ＰＴＡ協議会第１・２・３・４の４つのブロックのバドミントンチー
ムが一同に会して競う大会。男女別トーナメント戦で、女子の部２９チー
ム、男子の部（男女混成含む）１４チーム、計４３チームが参加しまし
た。
富田林市ＰＴＡ大会
第１部：富田林市立明治池中学校吹奏学部による演奏会
主催者・来賓挨拶、来賓・主催者紹介
第２部：親学習 テーマ：「親学習はあなたの子育てを応援します」
講師：親学習リーダー
羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会 社会見学
・羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会の女性部会が中心となり、大阪地方裁判
所にて裁判（裁判員裁判）の傍聴、見学。その後、グランヴィアホテル
大阪にて食事したあと、梅田界隈への自由行動を行った。
大阪狭山市青少年指導員会 大阪狭山市ＰＴＡ連絡協議会合同研修
テーマ：みんなで学ぼう災害と応急処置の対応
（親子参加の体感型研修）
第１部：大阪狭山市危機管理グループ・消防本部の協力で
災害について、 プロジェクターやビデオで学んだ。
第２部：身近なものを使用した応急処置、災害救助犬
（レスキュードッグ）の、実演、非常食の説明と実演を
体験しながら学んだ。
太子町ＰＴＡ連絡協議会講演会
講演会とライブ
演題：「家族の絆、親子の絆」
講師：松本 隆博 氏（シンガーソングライター
〈社会貢献的エンターテイナー〉）
平成２６年度 堺市ＰＴＡ協議会中央研修会
講習会：「スマートフォン安全教室」
講 師：高橋 誠 氏（（株）ＬＩＮＥ 政策企画室）
講演会：「今こそ育てたい 子どものコミュニケーション能力」
講 師：宮田 佳代子 氏（フリーキャスター・城西国際大学客員教授）
高石市ＰＴＡ連絡協議会セミナー
フィギュアスケート選手 町田 樹 選手・大西コーチに聞く
～ひとつのことを続けるメンタルの持ち方～
出演：町田 樹 氏（フィギュアスケート選手）
大西 勝敬 氏（選手コーチ）
臨海スポーツセンター支援の会 会長 高林永統 氏

地 区

市町村名

期日及び会場

平成２６年１０月２４日（金）
１９：００～２１：００

岸和田市

参加人数

２５０名

場所：岸和田市立浪切ホール
1階小ホール

事 業 名／内

容

岸和田市ＰＴＡ大会
第一部：式典
第二部：講演
演題：「あした、笑顔になあれ～夜回り先生、いのちの授業～」
講師：夜回り先生 水谷 修 氏
（花園大学客員教授・上智大学非常勤講師）
･先生のこれまでの経験をふまえながら、子どもたちの成長を見守る
我々大人が、子どもたちのために何ができるのか。改めて問い直す場
となった。

貝塚市

平成２６年１１月３０日（日）
１：３０～３：３０
場所：福祉センター ４階
大会議室

平成２６年１２月２５日（木）
１３：３０～
場所：エブノ泉の森ホール
小ホール

１０３名

３７５名

泉佐野市

泉南

泉南市

平成２６年１１月２２日（土）
１３：３０～
場所：泉南市総合福祉センター
「あいぴあ」大会議室

９３名

貝塚市PTA協議会 研究大会
「研究大会テーマ」
･人とのつながりが希薄であるがゆえに家族や地域で起こる身近な人
権問題に対して、PTAを通じた地域につながり作りについて考える。
・兵庫県人権啓発協会作成DVD「ヒーロー」鑑賞
・グループトーク
・各班発表
泉佐野市教育フォーラム
・いずみさの教育文化運動について、広く市民にアピールした。
第１部 報告・発表
１.学力向上プロジェクトチームの「授業・保育づくり研究グループ」
からの実践報告
２.「未来を紡ぐ 子どもの絆 ２０１３」プロジェクトより
泉佐野市少年消防クラブの児童による被災地訪問の報告、市内中
学生による国際交流（モンゴル訪問）の報告
第２部 講演会
テーマ：「力のある学校づくり」 ～子どもたちにラブレターを書こう～
講 師 ： 新保 真紀子 先生（神戸市親和女子大学教授）
泉南市ＰＴＡ研究大会
テーマ：「三人の子ども育て 夢あきらめない」
～上手な子どもとの接し方～
講 師：田中 章二 氏
･ロンドン五輪大会で、体操日本代表として大活躍されました「田中３
きょうだい」の父親であり、指導者でもある田中章二氏を講師に招き、
「上手な子どもとの接し方」をテーマに講演をしていただいた。

阪南市

熊取町

平成２６年７月１４日（月）～
平成２７年３月１２日（木）

平成２６年１１月８日（土）
１４：００～１６：００
場所：熊取交流センター煉瓦館
コットンホール

平成２７年１月２５日（日）
１４:００～１５:３０
田尻町

場所：田尻町立公民館
大ホール

２２名

１５３名

７５名

阪南市ＰＴＡ協議会広報誌「みっつのわ」第２７号の作成
・阪南市ＰＴＡ協議会及び阪南市内１９校園の特色ある取り組みを広く
周知するために、全校園ＰＴＡ会員用５,６００部作成する。広報部会の
取り組みの一環として、中学校５校、小学校１０校、幼稚園４園に原稿
作成をお願いし、原稿の収集、校正、配布作業を行う。
町Ｐ連主催 「教育講演会」
講演名：「叱らず、やる気を引き出すために」
講 師： 池上 正 氏（京都サンガＦ．Ｃ普及部部長）
･大阪体育大学卒業後、大坂ＹＭＣＡでサッカーを中心に幼園児や小学
生を指導。その後も、育成コーチ等で子どもたちを指導する。今回の講
演でも具体的な方法で、叱らず子どもを育てるためのアドバイスをいた
だき参加者から大変好評だった。
教育講演会
演題：「悲しみは真の人生のはじまり
～悲嘆と新たなる再生・・・生きるとは」
講師：本田 由美子 氏（２００１年大阪教育大学付属池田小学校
児童殺傷事件の被害者遺族で精神対話士）
･「いのち」について「生きる」ことについてをテーマに、理不尽な犯罪に
よって遺族となった方々の苦悩や悲しみに寄り添うことで心の傷を癒す
グリーフケアの必要性について、自身の経験なども交えて約１時間半
講演いただいた。

