５．活動活性化事業実施報告
地 区

市町村名
豊中市

期日及び会場

参加人数

平成２６年３月

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２６年３月１０日発行 ３４,７００部
○連Pこの一年 平成２６年３月下旬発行 ４００部
目的：連Pから情報を提供し、単位PTAの今後の活動の参考
として活用してもらう。

池田市

平成２５年９月２６日～平成２６年３月５日

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。
箕面市

平成２６年１月２６日（日）
時間：９：００～１２：２０

２０４名

場所：箕面市立箕面文化・交流センター

第５２回箕面市ＰＴＡ大会（研究交流会）
親と子のつながり～子どもの心の声に耳を傾けていますか？～
○２１世紀を担う子どもたちが、たくましく心豊かな人間に育っていくことを目指し、研
究・協議することを目的とする。
○子どもだけでなく、親も孤立しがちな現代社会において、まずは、親同士が知り合
い、交流を持ち、手をつないでいくことによって、子どもたちの健全な育成へとつなげ
ていきたい。

豊能

○今の子どもたちの思春期の過ごし方を知ることや共有することで、育児ストレスを
緩和してもらい、様々な思春期の子どもたちの心理・行動を学びながら、自分だけ
じゃないという安心感を感じてもらいたい。
能勢町

平成２６年２月１４日（金）
時間：１４:２０～１５:４０

１６８名

場所：能勢町立歌垣小学校 体育館

平成２５年度能勢町ＰＴＡ協議会研修会兼豊野地区ＰＴＡ協議会部会研修
口演：笑って元気～身近にある人権を考えてみよう～
講師：おおいた観光特使 矢野 大和 氏
おおいた観光特使、ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会理事である矢野大和さん
を招き、子どもから大人まで笑いを交えながら身近にある人権をテーマに考え町内各
単位ＰＴＡ活動の活性化と支援・奨励を図る機会とする。豊野地区ＰＴＡ協議会幼小
中部会を兼ねて開催する。

平成２５年11月３０日（土）
時間：１０：３０～１２：００
豊能町

１５０名

場所：豊能町立ユーベルホール

ＰＴＡ会員及び地域住民を対象とした講演会「ささえあい、思いやる言葉と心～言葉
ひとつでこう変わる～」の開催をとおして、子どもたちの健やかな成長を願い親子関
係を見つめなおす機会とすると同時に、地域での子育ての意識の醸成を図ることを
目的に実施する。

平成２６年１月１９日（日）
吹田市

時間：１３:３０～１６:００

１,３４８名

場所：吹田市文化会館

全単位ＰＴＡ（６９校園）の連携を図る

平成２６年１月２５日（土）
高槻市

第４６回吹田市ＰＴＡ大会
親と子のつながり～育もう子どもたちの笑顔と思いやりの心～

メイシアター 大ホール
時間：１３:００～１６:００

豊能町ＰＴＡ連絡協議会 講演会

１,３１７名

場所：高槻現代劇場 大ホール

平成２５年度 第３２回高槻市ＰＴＡ大会
午後１時から４時まで全体会 オープニングアトラクション（吹奏楽）・式典・講演会
市内ＰＴＡ会員や地域住民が一堂に会し、子どもたちの健全育成および会員同士の
情報交換・自分育て（生涯学習）の場として、考える機会を提供する。

平成２５年１１月１６日（土）
時間：１２：４５～

５２３名

場所：茨木市市民総合センター

「第４９回茨木市教育月間

第３８回茨木市ＰＴＡ大会」

大会テーマ「見守ろう “子どもたちの環境を…そして命を”」

（クリエイトセンター）センターホール

～子どもたちがおかれている環境を考える～
クラシックギターミニコンサート

茨木市

ギタリスト 北口 功 氏

第一部：式典

三島

第二部：講演会
演題：「スマホ時代の大人が知っておきたいこと」
講師：竹内 和雄 氏
[ 兵庫県立大学 環境人間学部 人間形成コース（教諭担当）]
第４７回摂津市PTA大会

平成２６年２月１６日（日）
時間：１３:００～１６:００
場所：摂津市三宅柳田小学校
多目的ホール

１６８名

○講演会
講師：摂津警察署少年課 今中係長
摂津市役所次世代育成部 若狭次長
テーマ：「みんなで考えよう 子どものこと」

摂津市

～学ぶ力 と よりよく生きる力～
○広報誌コンクール
結果発表と表彰・審査講評
○PTA協議会PRビデオ上映
目的：PTA会員を対象に子どもたちの教育環境や日頃の活動
について考える機会を提供し、会員の資質向上と交流を図る。

地 区

市町村名

期日及び会場

参加人数

平成２５年１１月３日（日）
時間：10：００～１３：００
守口市

３２０名

場所：守口文化センター・
エナジーホール
平成２５年１２月２２日（日）
時間：９：３０～１７：００

枚方市

５５２名

場所：枚方市立総合体育館

容

次代を担う中学生が優しい心と豊かな創造力を身に付け、健やかで逞しく成長するこ
とは、すべての人の願いです。感受性が強く人格を形成する上で大切な時期にある中
学生が、日常生活の中で感じていることを他者との関わりについて考え、率直な意見
を発表することにより、社会の一員としての自覚と行動を促す契機とするものです。

枚方市ＰＴＡ協議会杯 ソフトバレーボール大会
枚方市ＰＴＡ協議会主催による市立幼稚園・小学校・中学校ＰＴＡ親睦のソフトバレー
ボール大会

北河内

本大会を通じて、各単位ＰＴＡ間の交流と親睦をはかる
平成２６年１月２６日（日）
時間：９：００～
寝屋川市

８１０名

場所：寝屋川市教育センター体育館

時間：９：３０～１６：００

２００名

（サン・アリーナ２５）
平成２６年２月１１日（火）
東大阪市

３１０名

場所：東大阪市立総合体育館

平成２６年１月１８日（土）
富田林市

１９６名

場所：すばるホール 小ホール

松原市

３６１名

場所：菊正宗酒造記念館、北野工房のま
ち、北野異人館地区

７８名

平成２５年９月１４日（土）
時間：９：３０～１１：３０

１４０名

場所：藤井寺市立市民会館 小ホール

羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会の女性部会が中心となり、社会見学を通して知識を広め、
ＰＴＡ関係者の情報交流や親睦を深める。
演題：「ニュースの現場から見た子どもたち」
講師：石田 英司 氏（ＭＢＳ毎日放送スペシャリスト）
MBSテレビの情報番組「ちちんぷいぷい」の製作、レギュラー出演などを通して見え
てきた子どもを取り巻く社会情勢などについてお話いただいた。友達との関わり、ス
マホの扱いなど子どもの生活についての課題、対策について学んだ。

平成２６年１月１８日（土）
時間：１０：００～１２：００

第５５回松原市ＰＴＡ大会

藤井寺市立学校園ＰＴＡ連絡協議会 教育講演会

南河内
藤井寺市

富田林市ＰＴＡ大会

市内各単位ＰＴＡが一同に会し、開会行事の後、「ＰＴＡ大会宣言」、幼稚園・小学校・
中学校より「事例発表」、「子どもの安全確保・非行防止啓発標語」「生活習慣改善啓
発標語」の入選作発表及び表彰」を実施。また、各単位ＰＴＡの日頃の取り組みを交
流する「写真展」を同時開催。
羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会 社会見学

場所：松原市文化会館

平成２５年１１月１２日（火）
羽曳野市

東大阪市ＰＴＡ協議会 ブロック合同バドミントン大会

市ＰＴＡ会員の連携を図ることにより、ＰＴＡ活動の活性化を促すとともに、学習と啓発
の場を提供することで、その資質の向上を目指し、家庭教育の振興及び地域環境改
善などを目的とする。

平成２５年１１月１５日（金）
時間：１０：００～１１：３０

（ソフトバレーボール）

東大阪市内の学校園ＰＴＡによるバドミントン大会
生涯スポーツとしてふさわしいバドミントン競技を通じて、ＰＴＡ会員相互の親善と健
康の増進を図る。教職員にも積極的に参加していただき、保護者との信頼関係を築
く。

（東大阪アリーナ）大アリーナ

時間：１３：３０～

四條畷市ＰＴＡ協議会
平成２５年度 校区別スポーツ大会

単位PTA会員相互の親睦をは深めるとともに、各校園との交流を深める。

場所：四条畷市立市民総合体育館

時間：９：００～１７：００

寝屋川市立校園ＰＴＡ協議会 第９回ドッジボール親善交流会
子ども達の心身共に健全な育成を目指し、寝屋川市内の小学校を対象にドッジボー
ル交流会を行い、将来を担う子ども達の相互交流を深め、チームワークの重要性を
通し、スポーツ活動の充実・発展を図る。

平成２５年７月１５日（月）
四條畷市

中河内

事 業 名／内
第２８回守口市民まつり「スピーチコンテスト」

１１５名

場所：太子町立万葉ホール

太子町ＰＴＡ連絡協議会講演会
ジャグリングパフォーマンスと講演会
演題：「あきらめないこころ」
～国籍・いじめ・目標・夢・挑戦・栄光・挫折・蘇生…

太子町

すべての過去を受け入れて現在の自分と共に歩もう～
講師：世界で活躍するプロパフォーマー ちゃんへん 氏
ＰＴＡ会員相互の学習と啓発によって、園児・児童・生徒の健全育成、家庭教育の振
興、地域環境改善などの活動を推進するため、ＰＴＡ指導者等の相互研修の機会を
提供し、その資質の向上を図ることを目的に開催する。
平成２５年１０月２７日（日）
時間：１３：００～１５：４５

堺市
泉北・
堺市

「平成25年度 堺市ＰＴＡ協議会中央研修会」
１,００３名

場所：堺市民会館 大ホール

①講習会「携帯安全教室〜子どもたちをトラブルから守るために〜」
講 師：灘波 奈々 氏（ＮＴＴドコモ携帯安全教室専任講師）
②講演会「尾木ママ流 共感子育て」
講 師：尾木 直樹氏（教育評論家）
「いじめ問題」や「思春期の子育て」を中心にお話していただきました。

平成２５年１１月２１日（木）
高石市

時間：９：４５～１１：３０
たかいし市民文化会館
(アプラ小ホール）３階

「平成25年度 高石市ＰＴＡ連絡協議会セミナー」
１１０名

テーマ：「東日本大震災 伝えたいこと・伝えていくこと」
出演者：福島県ＰＴＡ連合会 会長 佐藤辰夫 氏
仙台市ＰＴＡ協議会 会長 内田幸雄 氏
大阪府ＰＴＡ協議会 会長 新田哲也 氏 他

地 区

市町村名

期日及び会場

参加人数

平成２６年２月２１日（金）
時間：１９：００～２１：００
岸和田市

２９８名

容

平成２５年６月３０日（日）
時間：８：１５～

３３９名

場所：貝塚市民ふれあい運動広場

貝塚市ＰＴＡ協議会親善ソフトボール大会
ＰＴＡの親睦・交流を通じて、会員のＰＴＡ理解や、活動への参加・協力の一層の向上
をはかることを第一目的として大会を開催する。

二色グラウンド
平成２５年１２月２６日（木）
時間：１３：３０～１７：００

演題：「イチローに学ぶ 奥村流！個々の能力の引き出し方」
講師：奥村 幸治氏 （パーソナルトレーナー）
「夢や目標を持つことの大切さ」「子どもの可能性を伸ばすこと」などをテーマに、イチ
ロー選手の思考や行動を間近に見て感じ取ったことや、パーソナルトレーナーや野
球指導者として培った、選手や子どもたちの能力の引き出し方、指導や助言の仕方
などについて講演していただいた。

場所：岸和田市立浪切ホール
1階小ホール

貝塚市

事 業 名／内
岸和田市ＰＴＡ大会

「泉佐野市教育フォーラム」
３８０名

場所： 泉の森 小ホール

授業・保育づくり研究グループの実践をまとめ、発表する。講師を招いて、教育課題
について講演していただく。
第一部 報告・発表
１.「授業・保育づくり研究グループ」より

泉佐野市

２.「未来を紡ぐ 子どもの絆 ２０１３」プロジェクトより
～市内中学生による被災地訪問の報告～
第二部 講演会
テーマ：「学び合い・高め合いのできる学級集団づくりについて」
講 師 ： 河村 茂雄先生（早稲田大学教育・総合科学学術院 教授）
「泉南市ＰＴＡ研究大会」

平成２５年１１月１６日（土）
泉南
泉南市

時間：１３：３０～

６７名

場所：泉南市総合福祉センター

テーマ：『いざという時にいのちを守る子育て世代のファミリー防災』
講師：木村 郁夫 氏 （防災士）
いつ何時どこでおこるかもしれない自然災害に、家庭で日ごろの備えることの大切さ
について、講演していただいた。

「あいぴあ泉南」大会議室

作成期間:平成２５年７月１１日～平成２６
１７名
阪南市ＰＴＡ協議会広報誌「みっつのわ」第２６号の作成
年３月３日
（編集委員数）
阪南市

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６,６００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園に取材をお願いし、原稿の収集、校正、配布作業
を行う。

発行日： 平成２６年３月３日

平成２５年１１月１６日（土）
時間：１０：００～１２：００
熊取町

町Ｐ連主催 「教育講演会」
１６３名

場所：熊取町
町民会館ホール

熊取町内在住の小中学生の保護者を対象に、教育講演会を実施する。
・講演名：「いくつになっても輝きたいねん」
～輝けいのち、知的障がいの長女と共に生き生かされて～
・講 師：辻 イト子氏

平成２６年１月１９日（日）
時間：１４:００～１５:３０
場所：田尻町立公民館 大ホール
田尻町

６５名

教育講演会
演題：『子どもたちを被害者にも加害者にもしないために～デートＤＶを考える』
講師：原 健一氏（佐賀県ＤＶ総合対策センター所長）
ＤＶには身体的暴力、精神的暴力だけではなく、社会的暴力、経済的暴力なども含ま
れ、また、親のＤＶが子どもに及ぼす影響として感情面や、学習・認知、生活面など
があげられる。交際相手からの暴力についても、婚姻関係におけるＤＶと変わらず、
子どもから相談を受けた時には傾聴し、つらい気持ちに寄り添うことが大切である。

