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母のごとく秋田を支える力に
秋田県高等学校PTA連合会
母親委員長

山信田 勢津子

向にあることや様々な家庭事情で子育てしている現状等を
踏まえ、
「 母親」に限定したような交流会はどうかという声
もありました。
しかし、あえて「母親」
という言葉を削らず、母

今年度の母親会員交流会は、第30回という記念すべき節

親であるからこそ学びたいことがある、母親同士だからこ

目の回として開催されました。
この母親会員交流会の始まり

そ悩みを打ち明け合い解決の糸口を見つけ出したい、
これ

は、父親を主とする男性中心のＰＴＡ活動に、女性が参加し

がこの交流会の趣旨であると、改めて再確認した経緯があ

「母親としての意見を反映させたい」
「 発言できる場が欲し

ります。交流会当日の会場はその趣旨通り、子どもと向き合

い」
という熱い思いから、母親委員会が発足し、昭和63年に

い親としてできる役割を探究する熱意であふれていました。

第１回目の母親会員交流会が開催されたと伝え聞いていま

この熱意と子どもの幸せを願う親の無償の愛情をモチベ

す。以来、諸先輩方がその思いのバトンを今日（こんにち）
ま

ーションに、今後ますます、学校と保護者が共に未来人たち

でしっかりと継承してきた偉大さに、尊敬の念を抱かずには

を育み、地域社会との架け橋としての役割を果たし、
まさに

いられません。

母のごとく、秋田県を支える大きな力として秋田県高Ｐ連母

今回の開催にあたっては、ジェンダーフリー が社会的傾

親会員の活動が充実していくことを願っています。
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第67回全国高等学校PTA連合会大会

静岡大会

平成29年8月24日
（木）
・25日
（金）
袋井市、静岡市、浜松市

平成29年8月24日（木）25日（金）高等学校ＰＴＡ連合
会全国大会が静岡県袋井市のエコパアリーナを主会場
に開催。全国から9,388名、秋田から62名が参加しま
した。
１日目。開会行事の中で文部科学大臣表彰や全国高Ｐ
連会長表彰が行われ、秋田県関係では３団体３個人が表
彰されました。基調講演は、
『戦国武将に学ぶ子育てと人
づくり』
と題して、昨年ＮＨＫで放映された「おんな城主直
虎」の時代考証担当の静岡大学名誉教授小和田哲男氏
によるものでした。
「戦国時代は、兄弟が多いと後継ぎ争
いが起きる危険があるため一人ないし二人を残し他は
お寺に預けた。今の学校の代わりとして、お寺が修行や

全国高等学校ＰＴＡ連合会静岡大会に参加して

教育の場であった。
また、我が子や家来に、成功した例だ
けではなく失敗した例でも、適材適所としての教えを書
き残し、それぞれの才能をうまく見出していた」など、今

矢島高等学校長

長岐

康彦

PTA活動に熱心に取り組んで下さる皆さまのお陰で、

の時代にもつながる子育ての肝ともいえるお話を伺う

学校の様々な活動が円滑に進んでいることに感謝し、校

ことができました。午後は、静岡、袋井、浜松に分散して6

内外のPTAの会合には参加するように努めてきました。
この度全国高Ｐ・連静岡大会に参加してきました。
「個

つの分科会が行われました。
２日目は、静岡県出身の俳優筧利夫さんの記念講演と
分科会報告、閉会式でした。

より良い社会づくりに参画し行動する人」を意味する「有

大会全体を通じて、各地の先進的なＰＴＡ活動の取組は
大変参考になりました。また、静岡県のＰＴＡの皆さんの
参加者に対する丁寧な対応や高校生による郷土芸能な
どの歓迎アトラクションも素晴らしく、印象に残る大会
でした。
調査広報委員

人として自立した人、人との関わり合いを大切にする人、

舘岡

正人（聖霊女子付）

徳の人」づくりをテーマに、気温36度超の猛暑の中、全
国から9,000人超の参加がありました。
大会では、
これまでのPTA活動への功績に対する全国
表彰があり、佐野元彦前会長を始め、本県からも多数表
彰されました。
これまでの活動に感謝申し上げます。
最も楽しみにしていたのが、静岡大学名誉教授小和田
哲男氏による記念講演「戦国武将に学ぶ子育てと人づく
り」でした。世に名を成した戦国武将は、子や家来に成功
例や失敗例をしっかり伝えていたこと、また、才能を発
掘し、人づくりや組織づくりに生かせるように導くことの
必要性など、期待以上の素晴らしい講演でした。
参加した第１分科会の学校教育とＰＴＡ
「『有徳の人』を
育てる学びの場の充実」では、勤務校と似た学校状況の
発表もあり、そこでの取組に学ぶ部分も沢山ありました。

全体会

どの発表者からも我が子の通う学校への愛情が感じら
れ、PTA活動の良さを強く感じました。
初日夜に開催された秋田県交流会も大変熱気ある会
となり、各校PTAのさらなる絆を築くことができたので
はないでしょうか。県高Ｐ連の益々のご発展を祈念いた

静岡県立横須賀高校郷土芸能部

各地区から出展の広報紙

します。
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【優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰】
能代西高校ＰＴＡ
【全国高等学校ＰＴＡ連合会会長表彰】
（役員）佐野元彦
（全国高Ｐ連前会長、県高Ｐ連前会長）
（個人）木村昌永
（県高Ｐ連前副会長、
秋田北高校前ＰＴＡ会長）
佐藤幸樹
（県高Ｐ連前監事、
能代松陽高校前ＰＴＡ会長）
（団体）金足農業高校ＰＴＡ、
湯沢翔北高校ＰＴＡ

左から
高橋 譲
相澤重範
木村昌永
小澤澄人
佐藤幸樹

湯沢翔北ＰＴＡ会長
金足農ＰＴＡ会長
秋田北ＰＴＡ前会長
能代西ＰＴＡ会長
能代松陽ＰＴＡ前会長

一年に一度、全国の高等学校PTA関係者が一堂に会する全国高等学校PTA連合会大会において、それぞれのご功績
により、能代西高校ＰＴＡが優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰、金足農業高校、湯沢翔北高校の各ＰＴＡと、佐野元彦氏、木村昌永
氏、佐藤幸樹氏の皆様が全国高等学校ＰＴＡ連合会会長表彰を受賞されました。佐野氏からはこれからのＰＴＡ活動に寄
せる思いを、木村氏と佐藤氏からは受賞に際しての思いをご寄稿いただきました。

過去の延長線上には無い未来
秋田県高等学校PTA連合会

前会長

佐野

元彦

第4次産業革命が起きていると言われます。人口知能
（AI）が発達し、いま人間がしている仕事の半分はAIに置
き換わると予測されています。ありとあらゆるモノがイン
ターネットにつながる（IoT）ことで、生活や仕事が効率的
になるそうです。SNSの普及で、全ての人が今いる場所か
ら自分が発信したい情報を世界中に流せるようになりま
した。
これが今の高校生たちが生きていく未来の姿です。
私たちが経験したことのない社会を生きていく子供た
ちに、私たちはどんな応援をしてあげることができるので
しょうか？必要とされる知識や技能は大きく変わるで
しょう。
しかし、AIやIoTを活用して新たなことを創造しよ
うとする能力、それを多様な人たちと協働してやろうとす
る姿勢、その成果を社会に役立てようとする志、
これらを
育むため出来ることは沢山あると思います。

同志の絆に感謝
県高P連前副会長、秋田北高校前PTA会長

木村

昌永

平成22年度に、秋田商業高校のPTA会長と県高P連副
会長をさせて頂き、平成23年度の第61回全国高P連北海
道大会において、全国高P連会長表彰を頂きました。また
この度は、平成28年度に秋田北高の会長と県高P連副会
長を仰せつかった事により、静岡大会におきまして表彰を
頂きました。大してお役に立てなかった私の様な者を2度
も表彰して下さった事に、感謝の気持ちでいっぱいです。

出会った仲間に感謝
県高P連前監事、能代松陽高等学校前PTA会長

佐藤

幸樹

PTA活動最後の全国大会へ出席のため東能代へ向か
う。子どもが卒業してからも大会に参加ができ、
しかも全
国表彰までしていただき感謝の言葉しかありません。朝7
時過ぎ、能代松陽高校メンバーと能代高校メンバーに合流
し静岡へ出発。途中金足農業高校の方々とも合流。
この移
動時間を有意義に使うのも参加者の心得。私自身PTAで
の出会いが今でも大切な繋がりになっています。過去の
PTAでの仲間はプライベートや仕事まで様々な交流があ

そのためには、地域を巻き込んだ広いフィールドを用意
してあげることが必要であり、その舞台で子供たちに様々
な多くの経験をさせることが、これからのPとTに求めら
れているように思えてなりません。

代表して受賞する佐野元彦氏

静岡大会のテーマは、
『 有徳の人』づくり〜未来のため
に行動する『一人』を育てよう〜でありましたが、
まさに私
のPTAへの思いと同じです。子供達が自立し、人との関わ
り合いを大切にし、地域社会のために行動できる人間に
なるよう環境を整えることがPTAの使命であると思いま
す。今後の更なる活動に
期待すると共に、多くの
皆様との出会いと絆に感
謝致します。

り、今後とも切れる事な
く大切にしていきたいと
思っています。
人との出会いは偶然で
左：木村昌永氏 右：佐藤幸樹氏
はなく、必然なのだと言
います。人との出会いが人生を変えるからです。
大会や交流会に全く参加出来ないPT A会長さんもい
らっしゃると聞いた事がありますが、私は自分自身の人生
に必要な新たな発見や出会いがあると信じ、ちょっと無
理してでも参加して参りました。そんな貴重な機会を大切
に活動してみてはいかかがでしょうか。会長を経験出来た
事に、心から感謝！
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第30回 母親会員交流会 報告
ありのままの自分を好きになろう〜心と体のストレッチ〜
平成29年9月13日（水） 秋田県生涯学習センター 講堂

講演は体のストレッチから始まりました

大切な人がいることに感謝
母親委員会副委員長
川村 眞奈美（秋田中央高）
母親会員交流委員会も30回目という節目を迎え、
この度
「自分らしく輝いて生きるために内在するチカラを引き出し
高める脳と心と体の創り方」を探求されている水科江利子先
生をお迎えし、研究課題の「ありのままの自分を好きになろ
う〜心と体のストレッチ〜」をテーマに御講演頂きました。水
科先生は東日本大震災後、宮城県内において被災者の方々

山信田勢津子母親委員長

講師 水科江利子氏

の健康づくり、心と体のケアなどのメンタルケア講演、
コラム
連載など多方面において御活躍されております。
今回の御講演は、参加者全員がお互い初対面という状況
の中でロールプレイング方式で開催されました。緊張がほぐ
れないままでのスタートでしたが一番最初の水科先生から
出されたミッション「子どもや家族から言われて一番嬉しい
言葉をペアで交わしてください」を実践していく中でしだい
に緊張感がほぐれリラックスしていく雰囲気が会場内に広
がりました。
「お母さん大好きだよ」
「いつもありがとう」など
の言葉のやりとりの中で自然と涙があふれてきていました。
この現象を
「デトックス（自分の中にあるものをだす）」
とい
い、参加された皆さんが日頃頑張りすぎている自分に気付い
た瞬間でもありました。
また、知らず知らずにこのような言葉
を家族から頂きながら忙しさに紛れ受け止める心を見失っ
ていた自分自身を見つめ直すよい機会となりました。

共感してくれる仲間
母親委員会委員
保坂 美加（秋田和洋女子高）
女の子って今、楽しく話をしてると思ったら、急に怒り出し

水科先生の講演を通して、たった五文字の「ありがとう」の

たり、怒ってると思ったら、笑い出し、聞いてる母の心がつい

言葉が次へ進むための元気や勇気を生み出す魔法の言葉で

ていけない時があるよね。男の子って、口数少なく何も話し

あることを実感することができました。実際、なかなか普段

てくれないけど、食欲があるよね。双子の男の子で一日11合

恥ずかしくて言えないのが本当のところかもしれませんが、

炊く話など、初めて会ったのに、
すぐに共感したり、驚いたり、

私たちは、日頃のささいなことでも感謝の気持ちを持って、

心が通じるのが母親会員交流会の魅力。

素直に「ありがとう」
と言えるように心掛けていけたら素晴

今年は、心と体のストレッチを行い涙まで流した同志。日

らしいと思います。自分を大切にすること、家族を大切にする

頃、心と体をリフレッシュしていればこそ、気持ちにも余裕が

こと、そして命を大切にすることは、今を精一杯生きることで

生まれるが、母達は、日々子育て奮闘中のため、些細な事でも

はないでしょうか。今この一瞬はもう戻ることができない大

子供と対立してしまう。もし、感情のままに対立してしまった

切な時間です。大切な人がいることに感謝し、今を精一杯生

ら、母でも自らごめんねとリセットの言葉を素直に言おうと

きていきたいものです。

誓った母親会員交流会だった。
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いろいろな話題で盛り上がったグループ別討議

沢屋隆世生涯学習課長

中田善英社会教育主事

会場を彩った後藤孝さん
（湯沢高）
の生け花は優しさ一杯でした
30回大会を祝して髙安横手清陵ＰＴＡ会長から山信田母親委員長に
エールが送られました

渡部羊三県高P連副会長

母親会員交流会に参加して

母親委員会委員
柴田 則子（横手城南高）

初めて母親会員交流会に参加させていただきましたが、会

一歩前進した時間

母親委員会副委員長
金平 江理子（能代西高）

「リラックス。出るものこばまないで！！デトックス」がパ

場には素敵なお花が生けられていて、優しい心遣いに包まれ

ワーポイントに映し出されるとクスクスと笑いが。何を連想

ていました。

したでしょうか？少し和むと隣同士（初対面の方）
と二人一

午前中に行われた水科江利子さんの講演は涙あり笑いあ
りの、あっという間の楽しい時間で、
「心も体もストレッチ」の
おかげで、
まさしく心と身体が解きほぐされました。

組ペアを組み、手の繋ぎ方から始まりお互いに身体トントン
気持ちよくまた楽しそうに。会場が賑やかになりましたね。
＜今の自分に一番言って欲しい言葉は？＞の問いにほと

午後は、
コーヒーを飲みながら、
リラックスした雰囲気の

んどの方が「ありがとう！」
と。
ペアの方に言って頂くと何故か

中、グループ別討議が行われました。午前中に行われた講演

スーと目に涙が。会場内の皆さんの目にキラキラした宝石

会の感想や、子育てに関する悩み、日常生活におけるちょっ

が。

とした出来事など、今日会ったばかりのお母さん方なのに話
が次から次へとあふれ出し時間が短いくらいでした。真剣な
中にもお互いを理解し合う思いやりに満ちた時間だったと
感謝しています。素敵なお母さん方に出逢えて本当に良かっ
たと思います。ありがとうございました。

リラックスできて自然に出た笑顔の中の涙〜これこそデ
トックスですね！
お話もエクササイズも一時間半では足りずもっと聞きたい
との声も上がりました。

秋田県高P連
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県北地区
「地元の魅力を発見し地方創生に
貢献できる高校生の育成を目指す」
平成29年10月5日（木）
鹿角市・文化の杜交流館「コモッセ」

人がつながる交流大会
花輪高校PTA会長

第121号

平成30年1月30日

県南地区
区
地 会
流
交
報告

「子どもたちが
豊かな人生を送るために」
平成29年9月29日（金）
大仙市・グランドパレス川端

活発に意見交換がなされた分科会

児玉

政明

大曲高校PTA会長

斎藤

浩英

県北地区交流大会は鹿角市で開催し、秋田県高等学校
県南地区の交流大会は９月29日
（金）
に大曲の会場で、
週末
のしかも月末にも関わらず多くの参加者を迎えて開催するこ
PTA連合会石嶋会長様をはじめ、県教育庁生涯学習課、
とができました。
また県北各校のPTA関係者に多数のご参加とご協力いた
開催にあたり、
事前準備としてＰＴＡでは主に開催内容につ
だき改めて感謝と御礼を申し上げます。
いてより実りある交流大会にするため、
打ち合わせを数回重ね
今大会は例年にない取り組みとして、各学校の活動報
てきました。
特に県南地区の特徴である分科会のテーマにつ
告と講演会に生徒も参加させた大会として実施いたしま
いての絞り込みには、
充分な議論を重ね決定まで至りました。
した。活動報告では６校のPTA会長から報告があり、内容
結果的に無事成功したのも事前の準備を会員の皆様から協力
は我が校自慢的な部分もありましたが、各校PTAや地域と
して頂いたお陰と感謝しています。
の関わりが分かる内容で大変参考になりました。講演会
開会式後「隠岐島前高校魅力化プロジェクト」と題して、株
では県外出身で鹿角を拠点に地域活性化の活動をしてい
式会社ＴＭＯ大曲の取締役、
大曲商工会議所相談役の森田克
る木村芳兼様、大牧圭吾様の３０代と若い２人からトーク
彦氏より講演をして頂きました。
過疎で廃校寸前の高校が、
な
セッションをしていただきました。研究主題である地方創
ぜ全国・海外からも志願者が集まる学校へ生まれ変わること
生に貢献できる高校生の育成を目指す観点から、学校の
ができたのか。
実話を書いた本に基づいた貴重な内容でした。
協力を頂き鹿角地域３校の２年生にも聴講してもらい、何
講演後は、分科会を各高校ＰＴＡ会長が提言者となり参加
者全員が、
三つの分科会に分かれ進められました。
第一分科会
かしらの気付きがあったことと思います。さらにその後の
、
第二分科会
「将来の
情報交換会では大いに盛り上がり人がつながった交流大 「志望進路実現のために親がすべきこと」
生き方に結びつく家庭教育の在り方」
、
第三分科会
「地域社会
会でありました。
に貢献できる生徒の育成」
の内容に対し、
それぞれの分科会が
活発な議論・意見を交わした
後に、まとめを全体会で報告
し有意義な会となりました。
今回の開催にあたり、
ご支
援・ご後援そして参加してく
ださいました皆様に深く感謝
申し上げます。ありがとうご
ざいました。

中央地区 「地域と連携したキャリア教育充実のためのPTA活動の在り方」
平成29年10月27日（金）
由利本荘市・ホテルアイリス

熟議スタイルの意見交換を実施

由利高校PTA会長

佐藤

吉則

中央地区交流大会は、
132名の参加者を迎えて開催いたしました。
講演会では、
「今こ
そ皆でリーダーを育てよう!!」
と題し、
国立大学法人秋田大学横手分校校長 根岸均先
生よりご講演を頂き、
自然リーダーや制度的リーダーなど、
示唆に富んだお話しを伺う
ことができました。
講演会後は15グループに分かれ、
意見交換や討議を行う熟議スタイ
ルで進み、
有意義な発言が飛び交っていました。
閉会式後に行われた歓迎セレモニーでは、
由利高校民謡部による演奏が行われ、
唄は
もちろん、
しなやかで魅力あふれる踊りで参加者の皆様から好評を頂きました。
『PTAの
Pは
「パ〜ット」
、
Tは
「楽しく」
、
Aは
「アルコールを飲んで」
語り会いましょう』
という先輩
方からの教えを守り、
情報交換会でも活発な交流が続きました。
最後に、
今回開催するにあたり、
ご後援・ご支援いただきました方々にお礼申し上げる
とともに、
参加していただいた皆様に深く感謝申し上げます。
ありがとうございました。

平成30年1月30日
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−平成29年度 秋田県高Ｐ連 広報紙コンクール−
平成29年度秋田県高等学校PTA連合会広報紙コ
ンクールには20校の応募があり、
審査が平成30年１
月６日
（土）
行われました。
外部審査員の藤原謙氏
（秋田魁新報社）
、
高橋保子
氏
（県生涯学習センター所長）
及び県高P連調査広報
委員12名による審査の結果、
次の通り各賞が決定しま
した。
コンクールが結果だけを競うのではなく、
より良い
広報紙づくりの一助になることを期待して、
応募校に
は外部審査員の藤原謙氏による講評をお伝えしてお
ります。
ここでは、
全体講評を掲載しました。
参考にし
ていただければ幸いです。
尚、
最優秀賞、
優秀賞の３校の広報紙は、
平成29年
度東北地区高等学校ＰＴＡ連合会広報紙コンクール
に推薦されました。

最優秀賞
・秋田公立美大附属高等学院
優秀賞
・横手清陵学院高等学校 ・ゆり支援学校
優良賞
・秋田高等学校
・秋田明徳館高等学校
・秋田和洋女子高等学校 ・矢島高等学校
・仁賀保高等学校（外部審査員賞）
・大曲農業高等学校
・天王みどり学園
奨励賞
・秋田北鷹高等学校 ・能代工業高等学校
・男鹿海洋高等学校 ・秋田中央高等学校
・新屋高等学校
・御所野学院高等学校
・西目高等学校
・西仙北高等学校（外部審査員賞）
・横手高等学校・定時制
・湯沢翔北高等学校

「読むきっかけ作ろう」
秋田魁新報社事業局長代理

藤原

謙

新聞は1面から見ますか？ それとも最終ページからですか？
広報紙はどうでしょう。理想は最後までじっくり読んでもらう
ことですが、まずは最終ページまでめくってもらえれば成功で
しょう。
重要なのは手に取ってもらうということ。
手にしなければ
ページをめくることはありません。
いかに読むきっかけを作るか
が大切です。
例えば、
学校生活の一部を切り取った写真、
子どもたちの表情
が生き生きとしている写真が表紙に載っていればどうでしょう。
必ず読むきっかけになるはずです。
広報紙コンクールの審査で20校の紙面を読ませていただきま
した。時間的制約がある中で、繰り返し編集会議を開き、工夫を
凝らして作ったのだろうなと思われるものが数多くありました。
編集後記に
「楽しかった」
と書いている学校もありました。
作り手
の思いを「学校と家庭を結ぶ媒体」に載せたということがよく分
かります。
その一方で気になったことがいくつかありました。
特に改善し
てほしいのは、
寄稿のボリュームがばらばらという点です。
同じス
ペースに2人が寄稿した場合を想像してみてください。
一人はほど
よい行間で載り、もう一人は文字量が多くて詰め込んだ状態に
なっていたらどうでしょう。
見た目がよくないですね。
文字だけの
紙面はどうでしょう。
事前に、
文字数まで指定していればこうした
ケースはなくなります。
広報紙作りでは作業の大半が事前準備と思ってください。
あら
かじめレイアウトが決まっていれば原稿量、
掲載写真の枚数が決
まります。
素材がそろった段階で紙面はほぼ完成です。
年に何度
か編集会議を開いて準備しておくと作業はスムーズです。
今、
学校で起きていること、
子供たちが学校で学んでいること、
部活動の成績、将来を考える上で必要なことなど、さまざまな角
度からの情報を掲載したものが広報紙です。特に箸休めのよう
なコラム、
楽しい企画があると読まれます。
幕の内弁当のように、
彩りよく、
適量をバランスよく配置すれば十分です。
難しく考えず
に、
子どもたちと同じように学校生活を楽しみながら作るという
ことを心掛けでください。

広報紙編集研修会
平成29年10月18日（水）、県生
涯学習センターにて「広報紙編集
研修会」が行われました。今年度の
講師は、あきたタウン情報専務取
締役の藤田昭夫氏です。
「広報紙発行の目的は何ですか、
伝えたいことは何ですか」という
問い掛けから始まった講話は示唆
に富み刺激的でした。
講師 藤田昭夫氏
参加者からは、
「当たり前と思っ
ていたことでも視点を変えることでの新たな発見があ
る」
ことや「写真で文を読ませる工夫が大切である」
こと、
そして「手元に置きたく
なるような紙の強み生
かせる広報紙作成に取
り組みたい」
「 伝統の形
式を尊重しつつも、今日
の成果を活かしていき
たい」などの声を聞くこ
とができました。

教育懇談会
平成29年11月17日
（金）、県生涯学習センター
にて県教育委員会との「教
育懇談会」が開催されまし
た。秋田県教育委員会から
は高校教育課の眞壁聡子
課長と藤澤修副主幹、保健
体育課の木浪恒二課長と保坂文明副主幹、生涯学習課の
沢屋隆世課長と中田善英社会教育主事、
また、校長協会
から秋田中央高校の渡部克宏校長に出席いただきまし
た。高P連からは役員、理事12名が参加しました。
今年度のテーマは「第７次秋田県高等学校総合整備計
画」
と
「防災教育、安全教育」
でした。眞壁高校教育課長は
「秋田県の高校生は、秋田県そして地元や地域を強く意識
している。本県の『ふるさと教育』を基盤とするキャリア教
育がしっかりと根付いてきている」
と話されました。
また、
木浪保健体育課長からは、
「各学校では、防災や安全に対
しての意識が年々高くなってきている。家庭でも、有事の
際の役割分担などを日頃より話し合っていただきたい」
と
の指摘がありました。
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全国産業教育フェア秋田大会

報告

おもてなしの心で大成功！

西目高等学校ＰＴＡ会長

１０月２１日（土）〜２２日（日）秋田市で開催さ
れた「第２７回全国産業教育フェア秋田大会」は、
県内の産業教育に係わる専門高校が各々の特徴
を最大限に発揮し、大成功で終えることが出来ま
した。
農業高校の会場（県立体育館）では、高校生版
種苗交換会として、県内外のイネやリンゴ等の農

浅田

農業

平成29年10月21日（土）
・22日（日）、
「産業交響曲（シンフォニー）〜轟け！秋田の大地から〜」をキャッチフレーズに秋田市
にて全国産業教育フェア秋田大会が開催されました。秋田県内及び全国各地から専門高校等で学ぶ高校生の皆さんが、特色
ある学校の活動とともに地域の特性を生かした産業教育の新たな風を全国へ発信。各会場とも熱気に包まれていました。主な
部門の様子を県高Ｐ連調査広報委員がリポートしました。

高明

産物品評会を行い、地域による栽培方法違いや
取り組み方等を学ぶことが出来ました。
また、秋
田県を代表する花（ダリア等）のダイナミックなオ
ブジェや農業高校・OB農家の農産物販売、餅つ
き等も行われ、
どのブースも大盛況でした。
スタッ
フの生徒達は、みんな真心いっぱいの笑顔で接
客しており、おもてなしの心を感じた大会でした。

秋田の未来は君たちのものだ

さんフェア秋田2017取材報告

視野を広げられたことに感謝

会場のCNAアリーナにて工業部門を
参観しました。横手清陵学院高等学校
の展示ブース・体験実演コーナーにて
「電子ミニミニかまくら製作体験がス
ムーズにできるよう部品の調達や細か
い部位の基板実装など事前準備に多く
の時間をかけて本番を迎えた」
と担当
してくれた生徒が話をしてくれました。
本フェアに参加している県内外の各
高校のブースにおいても工業系の特色
ある魅力が発信され、将来の「産業の
発展」に繋がる大きなエネルギーを感
じるとともに、
「君たち若者がこれから
の日本を変えてくれる」
ことを確信しま
した。

10月22日、雨降る国道７号を
「駐車
場どご？昼飯なんとそ？」など考えな
がらＣＮＡアリーナ★あきたへ到着。
当日はビルクリーニング技能競技会
があり、参加した支援学校のどの生徒
も真剣に挑んでいました。
また、各校が
展示していた作業製品はどれもクオリ
ティが高く、販売ブースでは自分達の製
品を一生懸命説明している姿が印象的
でした。
肝心の昼食は、能代支援学校が販売
していた「白神ねぎ３
（サンジョウ）
イッ
チ」
と、ゆり支援学校の「いちじくカレー
パン」原稿の文字数により食レポ出来
ませんが、見つけた際は迷わずお買い
求めをお勧めします。

全国産業教育フェア、水産部門では
水上バイク試乗撮影、ロープを使った
製作、缶詰の蓋の巻き締め等の体験
コーナーがありました。各所、多くの方
が訪れており、生徒の活動の一端でも
興味を持ってもらえたのではないで
しょうか。
そして全国の水産関係高校のブース
での地域ならではの取り組みの紹介を
見ると、島国である日本は海との関わ
りが欠かせないんだと思いました。東
日本大震災被災地の学校も頑張ってい
るようで嬉しいです。
自分が高校PTAに携わっている時に
このイベントが行われ、各部門で様々
な事を見聞きし視野を広げられたこと
に感謝します。

横手清陵学院高校ＰＴＡ会長
髙安 秀人

男鹿海洋高等学校PTA会長
加賀谷 彰

水産

工業

ゆり支援学校ＰＴＡ会長
佐藤 徹

支援
全国産業教育フェア−秋商生のビジネス実践の紹介
秋田商業高校PTA会長

商業
編 集 後 記

第27回全国産業教育フェアの一環として、
キッズビジネスタウン、AKISHOP、エコロジカル
ビジネスが実施されました。
キッズビジネスタウンは秋田県生涯学習セン
ターを会場に実施され、秋田市内の小学生を中
心に２日間で約４３０名が参加し、就業体験と社
会の仕組を学びました。

石井

明

AKISHOPとエコロジカルビジネスは、秋田駅
西口の大屋根下、
アゴラ広場、市民市場、エリア
なかいちにぎわい広場を会場に実施され、全国
産業教育フェアに訪れたお客様、多くの高校生
が来場し、たくさんの商品を購入してくださいま
した。来場した人達が気軽に声をかけてくれ、大
盛況となり、商品を完売することができました。

多くの皆様からのご協力をいただき、会報121号を発行することができました。
この号では、第30回の節目とな
った母親会員交流会や県高Ｐ連地区交流大会、高Ｐ連全国大会などの様子を中心に編集に当たりました。
紙面でお伝えできることは限りありますが、一人でも多くの皆さんが来年度それぞれの行事に参加してみようと
思っていただけたら幸いです。
お忙しい中原稿をお寄せくださった皆様には、あらためまして深く感謝申し上げます。
調査広報副委員長
嵯峨 あつ子（秋田明徳館高）

