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

平成２８年２月１０日（水）
～平成２８年３月３１（木）

参加人数

１１名

豊中市

池田市

豊能

箕面市

能勢町

豊能町

平成２７年９月２５日（金）
～平成２８年３月１日（火）

３４名
（スタッフ数）

事 業 名／内

容

広報紙及び活動記録冊子の発行
○とよなか連P広報 平成２８年３月発行 ３５,０００部
○連Pこの一年 平成２８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。
いけだのＰＴＡ新聞発行事業
･市内１７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。

平成２８年１月２４日（日）
第５４回箕面市ＰＴＡ大会（研究交流大会/講演会）
９：３０～１２：００ ２２７名
『楽しんで子育てしていますか？
場所：箕面市立箕面文化
～親や教師の笑顔が子どもの成長につながる～』
・交流センター
講師：中村 有美 氏 (阪南大学非常勤講師。
ＮＰＯ法人フリースクールみなも副理事長）
平成２７年１１月１２日（木）
平成２７年度能勢町ＰＴＡ協議会研修会兼豊能地区ＰＴＡ協議会人権部会研修会
１３:３０～１５:００ ２２６名 講演会
場所：能勢町立西中学校
演題：「字が読めないことで見えてくる風景」
体育館
講師：南雲 明彦 氏（明蓬館（めいほうかん）高等学校共育コーディネーター
平成２７年１１月２８日（土）
豊能町ＰＴＡ連絡協議会 研究大会 講演会
９：４５～１２：００
研究テーマ：「団結〜Together,we make a great team!」
場所：豊能町立ユーベルホール
７３名 ○発表：東能勢中学校 ＰＴＡ
○講演会「夢をあきらめない〜自分を信じて〜」
講 師：奈佐 誠司 氏（車いすプロダンサー）
平成２８年１月２３日（土）
第４８回吹田市ＰＴＡ大会
１３:３０～１６:００ １,４０２名 笑顔と元気、つながる力 ～支え合う、親と子そして先生～
場所：吹田市文化会館
○コーラス：吹田市中学校教育研究会文化部
（小・中学校教員有志によるコーラス隊）

吹田市

高槻市

三島

茨木市

摂津市

北河内

守口市

メイシアター大ホール

○講演：「親の笑顔はOKサイン」
～地域、家庭、学校とともにみんなで子育てしよう～、
講師：戎 多麻枝 氏（WLBC関西所属、ワーク・ライフバランスコンサルタント）
○講演：吹田市教育委員会の取り組み「小中一貫教育について」
講師：福井 将人 氏 （吹田市教育委員会学校教育部指導課 指導主事）
平成２７年度 第３４回高槻市ＰＴＡ大会

平成２８年１月３０日（土）
１３：００～１６：００ ５５１名 大会テーマ「かがやく子どもの未来のために～大人が変われば、子どもも変わる～」
場所：高槻現代劇場 中ホール
《全大会》
・式典
・大会アピール
・オープニングアトラクション…高槻市立阿武山中学校ダンス部
・パネルディスカッション…「ＰＴＡ活動ってなあに？
～チャレンジ・リトライ・あんなこと・こんなこと～」
平成２７年１１月２１日（土）
第４０回茨木市ＰＴＡ大会
１３：００～
５３２名 大会テーマ「親として、あの時言えて良かった if …」
場所：茨木市市民会館
～素直なキモチ、あきらめないで～
（ユーアイホール）大ホール
第一部：式典
第二部：茨木市教育委員会の取り組み
「親を楽しみ 子どもも親も ともに育ち合う “親学習”について」
第三部：基調講演・コラボトーク 「親として、あの時言えて良かった if …」
講 師：辻 由起子 氏（茨木市市政顧問） ゲスト：小林 正道 氏（保護者代表）
平成２８年２月７日（日）
第４９回摂津市PTA大会
１３:００～１６:００ ３４６名 「学校を応援しよう」というテーマで、市内幼稚園、小学校、中学校が展示及び発表
場所：摂津市立コミュニティプラザ
○各学校園の展示
○「Ｉｔ’s Show Time !」（各学校園の発表）
○広報紙、広報紙写真コンクール表彰式
○学力向上検討会
平成２７年１１月７日（土）
平成２７年度 守口市中学生 スピーチコンテスト
１０：００～１３：００
育もう 美しい心と 豊かな想像力
場所：守口市生涯学習情報センター
３００名 ○参加者
（ムーブ２１）イベントホール
守口市内の９中学校（大阪国際大和田中学校も含む）から２名ずつの１８名
守口市立第三中学校夜間学級の生徒、（公財）守口市国際交流協会の日本語学習
者の計４名

地 区

市町村名

枚方市

寝屋川市

大東市
北河内

門真市

四條畷市

中河内

東大阪市

富田林市

松原市

期日及び会場

南河内

藤井寺市

事 業 名／内

容

平成２７年 ７月１９日（日）
大東市ＰＴＡ協議会 バレーボール大会（夏・冬）
平成２７年１２月１３日（日）
３５０名 ・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８チー
ム、冬季大会１４チームが参加。夏は審判講習会、抽選会、予選（リーグ戦）と決勝
９：００～
（４チームでトーナメント戦）、冬も審判講習会以外、夏と同様に行った。
大東市立市民体育館
平成２７年９月２３日（水・祝）
門真市ＰＴＡ協議会 親善バレーボール大会
９：００～１６：００ ３００名 ・門真市内の公立小学校及び中学校あわせて２０校のＰＴＡ会員による
場所：門真市民プラザ体育館
親睦・交流を目的として開催される親善バレーボール大会
五月田小学校体育館
※参加チーム １８校 ２２チーム
第二中学校体育館
第七中学校体育館
平成２６年７月２１日（月・祝）
四條畷市ＰＴＡ協議会 平成２６年度校区別スポーツ大会
９：３０～１６：００ ２００名 ・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
場所：四條畷市立市民総合体育館
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。
（サン・アリーナ２５）
平成２８年１月１７日（日）
東大阪市ＰＴＡ協議会 ブロック合同バドミントン大会
９：００～１７：００ ３６４名
・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堂に
場所：東大阪市立総合体育館
会して競う大会。男女別トーナメント戦で、女子の部３０チーム、男子の部（男女混成
含む）１５チーム、計４５チームが参加しました。
（東大阪アリーナ）大アリーナ
平成２８年１月２４日（日）
平成２７年度 富田林市ＰＴＡ大会
１３：３０～
２０６名 第１部：富田林市立東条小学校児童によるパフォーマンス
場所：富田林市 市民会館
主催者・来賓挨拶、来賓・主催者紹介
中ホール
第２部：講演会 テーマ：「食でつなげる人＆未来」～心の栄養・体の健康～
講師：中尾 卓嗣 氏（食と環境教育アドバイザー）
平成２７年１１月１９日（木）
第５７回 松原市PTA大会
９：３０～１２：００ ３８７名 ・松原市中学生海外交流事業報告 ～台湾台北市文山区との交流～
場所：松原市文化会館
・講演 ：「やる気のない子はいない」～あなたは、子どもの「味方」ですか？～
講師 ：池田 俊明 氏（株式会社まなゲー 代表取締役）
・事例発表
平成２７年１１月１０日（火）
羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会 社会見学
場所：京都 宇治方面

羽曳野市

参加人数

平成２７年１１月２８日（土）
第２６回 枚方市ＰＴＡ協議会杯 ソフトバレーボール大会
９：３０～１７：００ ４６５名 ・各単位ＰＴＡチーム・市教委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つのレベルごとに分けた試合）
場所：枚方市立総合体育館
・おたのしみ抽選会
平成２７年１０月１６日（金）・
第３４回 寝屋川市立校園ＰＴＡ協議会 バレーボール親善交流会
２１日（水）・２４日（土） １,５８０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・
場所：寝屋川市立市民体育館
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
ムの試合とし、３位決定戦を行う。

８８名

・羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会女性部会を主体として、宇治「平等院」の見学や宇治周
辺の散策を通して、広く見聞を深めるとともに、豊かな自然や観光資源に触れなが
ら、自校会員との交流や、普段は接する機会に乏しい他校の会員との親睦・交流を
深める。

平成２７年９月５日（土）
藤井寺市立学校園ＰＴＡ連絡協議会教育講演会
９：３０～１１：３０ ２７４名 講演会
場所：藤井寺市立市民総合会館
演題：「夢への旅路～一歩踏み出す勇気～」
（パープルホール）
講師：作田 雅弥 氏（シンガーソングライター。 平成２５年度より藤井寺市教育委員会
「ゆめ・心のプロジェクト ドリーム・プレゼンター」学校派遣事業講師。藤井寺市出身）

平成２７年１２月１９日（日）
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会
１０：００～１１：３０ １７１名 演題：「サッカーが教えてくれたこと」
大阪狭山市
場所：大阪狭山市文化会館
講師：森島 寛晃 氏 （元サッカー日本代表 セレッソ大阪アンバサダー）
（ＳＡＹＡＫＡホール）
平成２８年１月２３日（土）
太子町ＰＴＡ連絡協議会講演会
１０：００～１１：５０ ５７名 講演会
太子町
場所：太子町立万葉ホール
演題：「一歩踏み出す勇気」～一人の学生が大都会新宿でゴミを拾い続ける～
講師：荒川 祐二 氏（作家）
平成２８年１月２４日（日）
平成２７年度 河南町研修会
１０：００～１２：００ ５７名 講演会
場所：農村環境改善センター
演題：「大人の責任」 大阪府青少年健全育成条例
河南町
～子どもたちを健やかに育てるために
ダメなものはダメ！とハッキリ言える大人に～
講師：細田 玲彦 氏（大阪府 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課

地 区

市町村名

堺市

泉北・
堺

泉大津市

高石市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

泉南

泉南市

阪南市

期日及び会場

参加人数

事 業 名／内

容

平成２７年１１月４日（木）
平成２７年度 堺市ＰＴＡ協議会中央研修会
９：４０～１１：３０ ５２９名 講習会：「楽しい食育」～子どもを台所にたたせよう～
場所：堺市産業振興センター
講 師：竹下 和男 氏（子どもが作る“弁当の日”提唱者）
イベントホール
平成２７年８月１９日（水）
泉大津市PTA協議会だより発行事業
～平成２８年３月１４（月） ５０名 ・市内各学校園のPTA活動の情報共有をめざし、泉大津市PTA協議会だよりを作成
する。今回は、主に「わが校のイチオシ」と題し、各学校園のじまん・イチオシを紹介
する記事を掲載。発行部数は約８，０００部で、全児童・生徒に配布する。
平成２７年１０月２日（金）
１０：００～１１：４５
場所：アプラたかいし 小ホール

高石市ＰＴＡ連絡協議会セミナー
講演会
演題：役員するなら楽しもう～ＰＴＡ活動は決してバツゲームじゃない～
講師：山本 シュウ氏（ラジオＤＪ）
平成２７年１０月２３日（金）
岸和田市ＰＴＡ大会兼泉南地区ＰＴＡ講演会
１９：００～２０：４０
１９３名 第１部：式典
第２部：講演
場所：岸和田市立浪切ホール
演題：「子どもが安心安全なまちづくりのための地域連携
～家族・地域の連携強化～」
1階小ホール
講師：梅本 正行 氏（防犯ジャーナリスト・日本防犯学校学長）
平成２７年１１月２９日（日）
貝塚市ＰＴＡ協議会研究大会
１２：３０～１６：３０ １２０名 第１部：ＤＶＤ「みんなの学校」鑑賞
場所：福祉センター ４階
第２部：講演会「インクルーシブ教育とは？
大会議室
～すべての子どもに居場所がある学校を～」
講師：堀 智晴 氏（「インクルーシブ（共生）教育研究所」 所長）
第３部：フリーディスカッション（分散会計式）
平成２７年１２月２４日（木）
泉佐野市教育フォーラム
１３：３０～ ４４８名 ・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。
場所：エブノ泉の森ホール
第１部 報告・発表
小ホール
・「泉佐野教育文化運動」
・「未来を紡ぐ 子どもの絆 2015 プロジェクト」より
第２部 講演会
テーマ：「子どもの自尊感情を高めよう」 ～親や教師にできること～
講 師：金 香百合 氏（HEAL ホリスティック教育実践研究所 所長）
平成２７年１１月１５日（日）
泉南市PTA研究大会
１４：００～
８２名 第1部 講演会
場所：泉南市総合福祉センター
演題：『子どものサインに気付いていますか？』
（あいぴあ泉南）
～親が変われば子どもが変わる～
講師：倉石 哲也 氏（武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科教授）
第２部：情報交換会
平成２７年７月１１日（土）～
１２名 阪南市ＰＴＡ協議会広報誌「みっつのわ」第２８号の作成
平成２８年３月３日（木）
・阪南市ＰＴＡ協議会及び阪南市内１９校園の特色ある取組を広く周知するために、
全校園ＰＴＡ会員用５,１００部作成する。
８４名

熊取町

平成２７年９月２７日（日）
１０：００～１２：００
場所：熊取町町民会館ホール

熊取町青少年指導員連絡協議会、熊取町小・中学校ＰＴＡ連絡協議会、熊取町教
２３６名 育委員会主催 「児童・青少年を考えるつどい」講演会
講師：水谷 修 氏（夜回り先生。花園大学客員教授・上智大学非常勤講師）

田尻町

平成２８年２月２８日（日）
１４:００～１５:３０
場所：田尻町立公民館
大ホール

平成２７年度 田尻町PTA連絡協議会 教育講演会
１４０名 「子どもの瞳を描く画家 こうぶん こうぞう講演会」
～子どもの瞳を見つめて下さい 子どもは『今という時代を映す鏡』～
講師：こうぶん こうぞう 氏（画家・芸術家）

