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活動予定・報告書等さまざまな情報を発信しています
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 平素は本会の活動にご理解、ご協⼒を賜り⼼より感謝申し上げます。
 昨年に引き続き、令和４年度奈良県PTA協議会会⻑をつとめさせてい
ただきます春⼭真美と申します。１年間宜しくお願い致します。
 ここ数年、⼦ども達を取り巻く環境は急激に変化しました。
 保護者も、学校現場も、⾏政も、まだまだ新型コロナウイルスの対応
に奔⾛し、終わりの⾒えない不安な⽇々をお過ごしの事かと思います
が、そのような状況でも⼦ども達は⽇々成⻑していきます。
 PTAは、どのような状況でも、⼦どもの成⻑がより豊かで健やかなも
のとなるよう、学校・家庭・地域の懸け橋となることが求められていま
す。
 そこで、まずは保護者の⽅々が繋がり、保護者の⽅々と学校が繋が
り、学校と地域が繋がり、繋がりの輪を広げていくことが⼤切だと考え
ています。
 未来（あした）がある⼦ども達のために、⼈と⼈とが繋がることの⼤
切さを保護者から⼦ども達へ発信し、⼈との絆や繋がりが勉強と同じく
らい⼤切だと伝えていけたらと思います。
 また、学校現場では、デジタル化が急速に進み、友達との交流もSNS
を⽤いたものが増え、新たな問題も出てきています。問題にいち早く保
護者が気づき、⼦ども達を取り巻く環境をよくするためにも、我々保護
者も学びを⽌めてはいけないと考えています。
 今年度のスローガンは、みんなで⼦育ち、親育ち。これを念頭に、役
員⼀丸となり、各単位PTA、各郡市村PTA、学校・園、教育委員会等と
連携をとりながら、会員のみなさまに寄り添い、みんなで⼦育ちを念頭
に活動していきます。
 今年度は更に情報発信を積極的に⾏えるよう、ホームページをリニュ
ーアルしておりますので是⾮⼀度ご覧ください。

YouTubeでも会⻑あいさつをご視聴いただけます
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共に学び、繋がりのある
未来（あした）へ

会⻑あいさつ

奈良県PTA協議会会⻑ 春⼭�真美（⼤和⾼⽥市）

みんなで⼦育ち、親育ち

TOPへ

https://youtu.be/wQ4bUr2bMk0
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新役員
紹介動画

表彰者
紹介動画
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 新型コロナ感染拡⼤防⽌のため、昨年度に続き、令和４年度の総会
も、定例総会を書⾯決議にさせていただきました。各単位ＰＴＡの代
表者の皆様とのお顔合わせ、本会会⻑の想いや新役員の挨拶、ＰＴＡ
活動にご貢献いただいておられる⽅々の表彰等、本年度も実現するこ
とはできませんでしたが、昨年同様に動画を制作し紹介しています。
ぜひご覧ください。
 書⾯決議での総会を終えて、新役員としてスタートしました。まだ
まだ先⾏きの⾒えない状態ですが、これまでのコロナ禍での経験を活
かし、「コロナ禍の中で何ができるか」を考えることが⼤切だと思い
ます。
 今年度も奈良県ＰＴＡ協議会の趣旨である「相互扶助」の精神で、
⼒を合わせて頑張っていきましょう。

令和4年度新役員

奈良県PTA協議会
総会書⾯決議

令和4年度新たな体制で
R4年度スタート

https://youtu.be/n7Ifie84Q_A
https://youtu.be/n7Ifie84Q_A
https://youtu.be/rRf0T-4wAzM
https://youtu.be/rRf0T-4wAzM
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奈良県ＰＴＡ運営学習会
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5⽉28⽇（⼟）運営学習会が開催されました。
単位PTAでは、役員交代が⾏われ、新しい体制でスタートしている時期で
す。そもそもPTAって何？運営って何すれば良いの？そんな素朴な疑問を抱
えて参加されている役員の⽅のために、まずはPTAの役割を紹介するスライ
ドから始まりました。易しくわかりやすいスライドで、PTAの役割を理解し
ていただいてから、各分科会へと進んでいきました。幼稚園、⼩学校A・B、
中学校とそれぞれに活発な意⾒交換が⾏われました。その⼀部を紹介させて
いただきます。

参加者：10名
役員に対しての不安や、少⼈数の幼稚園では園児の減少による、今後の運営に対
する不安などが出ていました。⼦どもたちのための⾏事を選択して、⾏事の⾒直
しを⾏うなどの意⾒があり、それぞれの園で出来ることを、みんなで協⼒するこ
とが⼤切だとわかりました。また、過去の引き継ぎのファイルが⼤量にあり、ど
こまで残すべきか？との疑問もありました。デジタルデータの取り扱いや、プラ
イバシー保護の問題など、さまざまな疑問や質問が出てきて、充実した話し合い
になりました。



奈良県PTAWeb広報紙�かがやき奈良 No.133 TOPへ 令和4（2022）年9⽉1⽇ ⑤

参加者：13名
グループAでは、校内の草刈りの質問から始まり、地域や学校によって、さまざ
まな取り組み⽅があることがわかりました。役員選出で悩んでいる学校も多
く、特に会⻑を選出する⽅法は多種多様で、地域性や学校独⾃のルールがあり
ました。役員の免除についても、学校によってさまざまで、これまでの慣習で
⾏われているようでした。取り決めがあったり規約で決まっている場合もある
が、明らかにおかしいと思う取り決めは、⾃分たちで変えていくことが⼤事と
の意⾒も上がりました。PTA活動のあり⽅や、データの扱い⽅などの疑問もあ
り、他市の取り組みや活動など、参考となる事例も多く上がりました。

参加者：17名
グループBでは、PTAへの任意加⼊についての話題が中⼼となり、各学校での事
例が紹介されました。任意加⼊の⼿続きをしているところもあれば、特に⼿続
きをせずに、全員が加⼊としている学校もあり、任意加⼊の学校では⾮会員が
増えることもあり、収⼊が減ってしまうため、卒業記念品が渡せない問題も起
きます。⼀⽅でPTA活動としての、通学路⾒守りや運動会、授業参観などは学
校を通してお⼿伝いの依頼をすることで、⾮会員の⽅もお⼿伝いをしていただ
いております。任意加⼊との関わりもありますが、役員の負担軽減の話題も多
く上がりました。活動を⾏う負担を減らすために、地域の⼦供会に活動を移⾏
している事例もありました。また、コロナ禍において、⾏事の再開をどう判断
するのか？との疑問も上がりました。⾏事再開を望む声もありますが、学校活
動が戻っていない場合もあり、判断に悩む中、⽬的を明確にして、実施・中
⽌・規模縮⼩を議論しています。学校との関わりを考えて、⾏事として成⽴す
るのか？を考えるなど多くの事例も紹介され、活発な意⾒が出ていました。

参加者：19名
中学校では単年で役員を引き継ぐ学校が多く、コロナ禍での取り組みを考える
時間が⾜りないという意⾒が上がりました。また、幼稚園や⼩学校に⽐べ、⼦
どもたちとPTAの関わりが少ないことも意⾒として多かったです。中学⽣の関
⼼は進路にあるので、進路にか関わることは出来ないか？との意⾒がありまし
た。今後、県PTAもお⼿伝い出来る⽅法があるのではないかと考えています。
その他には、退会希望者の対応や、地域独⾃の課題、財源としての資源ごみ回
収の効果的な⽅法など、さまざまな疑問や質問がありました。参加者がそれぞ
れの経験と知識を出し合い、有意義な意⾒交換が出来ました。

奈良県ＰＴＡ運営学習会

⼩
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私たちの私たちの私たちの

取り組み紹介取り組み紹介取り組み紹介
∼⼤和⾼⽥市ＰＴＡ協議会∼

　第3回となる今回も井芝先生を

お迎えして、トークセッションと

少人数のグループに分かれてグル

ープディスカッションを行いまし

た。

　テーマは「最近あったアンハッ

ピーな出来事、プチハッピーな出

来事」「自分の短所を長所に変え

るリフレーミングについて」。ブ

レイクアウトルームを利用してグ

ループディスカッションも行われ

ました。どのルームでも大変盛り

上がりを見せていました。

参加された
　保護者さんの声
「リフレーミングについての学び

が良かったです。」

「グループに分かれて、自分の短

所だと思っている所を、ポジティ

ブな表現に変えて伝え合いまし

た。（あわてんぼう→行動が早

い）褒めてもらうのは大人でも嬉

しいので、良い時間でした。友達

同士や、親子で考え合うのもやっ

てみたいなと思いました。」

「『自分の嫌いな所を、受け入れ

てもらっているという感覚』という

言葉が印象に残りました。そうい

う日々の感覚から、信頼関係が生

まれるんだな、と思いました。」

「アンハッピーな出来事を話した

後にプチハッピーな出来事を話し

て、みんなから共感を得ることで

気持ちもプチハッピーになれまし

た。」

あえて「子育て」ではなく

『子育ち』
　『子育ち』には、『子どもが自

ら成長する力を信じて見守ってい

こう！！』という想いが込められ

ています。とは言え、『信じて見

守る』というのはそんなに簡単じ

ゃない。

ついつい怒ってしまったり・・・

構いすぎてしまったり・・・

これでいいのかな・・・

みんなどうしてるんだろう・・・

などなど

色んな悩みがあって当たり前‼ 

そんなパパ&ママ&おじいちゃん

&おばあちゃんの悩みを全力でサ

ポートすべく、『子育ちサロン』

が昨年度より大和高田市PTA協議

会主催で始まりました。

　講師は大和高田市教育委員会

事務局教育部 教育支援課 指導主

事の井芝満喜子先生。井芝先生

は、「怒り」を上手にコントロー

ルする手法である「アンガーマネ

ジメント」のスペシャリストで、

「アンガーマネジメント」を教育

に取り入れることで子どもたちに

寄り添った指導や支援に繋げるこ

とができます。保護者からの相談

にも数多く応えられ、井芝先生に

救われた保護者も数多く、沢山の

実績を残されています。
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　全体を通して、不安な気持ちを

抱えて相談をして、受け止めても

らえるかどうかが運命の分かれ

道…という言葉が強く印象に残り

ました。困っていても、なかなか

相談できずに抱え込んでしまう事

の方が多く、自分だけだと思い込

んでしまいがちです。だからこ

そ、学びや交流することによって

お互いを知る機会も必要だと改め

て実感しました。

「子育て」じゃなくて

『子育ち』
　地域みんなで受け止めて助けあ

えるコミュニティ作りにおいて、

私たちPTAという組織が同じ子育

て中の仲間として、人と人を繋い

でいくお手伝いができれば！と思

っています。

『第3回�⼦育ちサロン』が開催されました。今回は、新型コロナウイルス感

染拡⼤を考慮してZOOMアプリを使⽤したオンラインで⾏いました。

TOPへ
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����⾹芝中学校の２年⽣は、春の校外学習でキッザニア
甲⼦園に⾏きました。当⽇はあいにくの⾬でしたが、
室内のため天候の影響もなく、様々な職業体験を通し
て、有意義な時間を過ごすことができました。
�

実は、その校外学習の翌⽇、学校に⼀本の電話が…。
「昨⽇、キッザニア甲⼦園を訪れていた者ですが、⾹芝中学校の⽣徒さんに
息⼦が⼤変お世話になり、お礼のお⼿紙を書きたいのです。」という内容で
した。
�
 その⼿紙には、⾹芝中学校の⼥⼦⽣徒たちが、館内で困っている息⼦さん
に優しく丁寧に接してくれたことへの感謝の気持ちや、館内で居合わせた他
の男⼦⽣徒たちもしっかりマナーを守り、楽しそうに過ごしていたこと、そ
して、息⼦さんが「お兄さんはたくさん友達がいて、⼤きくてかっこよかっ
た。僕も⼤きくなったらあんなふうになりたい。」と話していたことなどが
書かれていたそうです。
�
 このように、きちんとマナーを守りながら学校⾏事を最⼤限に楽しむこと
や、状況に合わせて⾃然に⼈を思いやり、親切に接することができるのは、
とてもすてきなことですね。そのすてきなバトンはいつか、⼩さな男の⼦が
きっとどこかで誰かに引き継いでくれるのではないかなと思います。
�
�また、偶然出会った中学⽣のふるまいに感激し、その良さを直接伝えてくだ
さった男の⼦のお⺟さまのおかげで、⽣徒たちもまた、照れくさいながら、
誇らしい気持ちになれたはずです。思いを⾏動にすること、思いを⼈に伝え
ることって⼤切ですね。
��
 マスク⽣活も⻑くなり、⼈との出会いや共同作業が制限されてしまう場⾯
もまだ残ってはおりますが、今回のような⼼温まる⼈とのつながりや親切の
輪が、少しずつでもだんだんと広がっていけばいいなと思いました。

私たちの私たちの私たちの

取り組み紹介取り組み紹介取り組み紹介
∼⾹芝市⽴⾹芝中学校∼

『校外学習での
��できごと』

バトンで繋がり広がる親切の輪



題材

内容

字数

締切

●宛　先　　〒635-0015　
　　　　　　奈良県大和高田市幸町2-33　奈良県産業会館　2階
　　　　　　奈良県PTA協議会事務局
　　　　　　TEL・FAX　0745-23-2555

●発　表　　県P広報紙「かがやき奈良」135号（3/1発行）に掲載予定
●表　彰　　令和5年1月22日（土）予定
　　　　　　奈良県PTA研究大会の席上にて表彰、記念品の贈呈を予定しています。
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「いきもののいのち」や「動物愛護」、「福祉・環境問題」など

日頃生き物に関して思うことや、生き物と触れ合ったり、
ペットのお世話を通して感じたことや思ったことを
 素直な気持ちで文章に書いてみてください

４００字詰めの原稿用紙をご使用ください
　<小学校１～３年生>　原稿用紙２枚程度
　<小学校４～６年生>　原稿用紙３～４枚程度
　<中学校１～３年生>　原稿用紙４～５枚程度

⼩中学校の⼦どもたちが⾃らの思いや気持ちを⽂章につづることを通して
⽣命を尊重し、他者を思いやる⼼を育むことを⽬的とした作⽂コンテストを
今年度も実施いたします。
野⽣動物や飼育するペットのこと、環境問題から家庭の様⼦まで温かな愛情と
若い感性にあふれた作⽂をお待ちしております。
（①⼩学校低学年の部 ②⼩学校⾼学年の部 ③中学校の部 の３部に
 わかれています） 

作 

文 

� 

送 

付 

先

令和４年９月２２日（木）必着

※応募作品は原則として返却いたしません。必要に応じて事前に控えを取っておいてください。
※作品の著作権は奈良県PTA協議会に属します。

（「奈良県教育の⽇」協賛事業）

TOPへ
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奈良県PTA協議会

幼稚園小・中学校総合補償制度
のお知らせ

奈良県でも令和２年４⽉
から義務化が施⾏！
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審査結果発表
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����今年度ご応募いただきました単位PTAのみなさま、
ありがとうございました。
����県内単位PTAのみなさまがご応募くださった広報紙
の中から、読みやすさ・内容・企画性などを審査基準
に最優秀作品・優秀作品が選ばれました。⼊賞作品は
以下のとおりです。
※単位PTA名をクリックしていただくと各広報紙の
����表紙がご覧になれます。

令和４年度令和４年度

広報紙広報紙
コンクールコンクール

 学校新聞にありがちな「学校⾏事の紹介」という枠にとどまることなく、ＰＴＡがどのよう
にその⾏事や取り組みに関わっているかといった「ＰＴＡの動きがわかる広報紙」が選ばれて
います。
 上記⼩学校・中学校の作品は(公社)⽇本ＰＴＡ全国協議会の広報紙コンクールに出品させてい
ただきました。そこで⼊賞すれば、11⽉の⽇本ＰＴＡ年次表彰式において表彰されます。
 今後もより良い広報紙の作成を⽬指して「ＰＴＡの、ＰＴＡによる、ＰＴＡ会員のための広
報紙」を⼼掛け、活動をすすめていただければと思います。
 次年度も、令和5年3⽉末締め切りで広報紙コンクールを実施する予定です。今年度発⾏する
(された）広報紙を、「⽳を開けたりホッチキスでとじることなく、そのままの形」で各号２部
ずつ送付いただき、ぜひご応募ください。
 たくさんのご応募をお待ちしております。

志都美⼩学校PTA�
（⾹芝市P）

�「PTAだより」 

式下中学校PTA
（磯城郡P）
�「瑞雲」

⼤宇陀こども園�PTA
（宇陀市P）「つみき」

當⿇⼩学校PTA�
（�城市P）「たいま」

下⽥幼⼩PTA�
（⾹芝市P）「しもだっこ」

真美ヶ丘東幼⼩PTA�
（⾹芝市P）「そよ⾵」

平群中学校PTA�
（⽣駒郡P）「HEI-CHU」

明⽇⾹幼稚園PTA�
（⾼市郡P）「つばさ」

三和幼⼩PTA
（⾹芝P）「PTAみつわ」

陵⻄⼩学校PTA
（⼤和⾼⽥市P）「おかにし」

川上中学校PTA�
（吉野郡東P）「吉野川」

⾹芝北中学校PTA
（⾹芝市P）「⾹北の⾵」

http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/c676685794d48896f37ff37ebd2f6853.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/363d3a4bbd9b2aa9658c3dcfe3d5a764.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/df6e1636594cbd63df2d197efec5ab78.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/e218302b202f768e4e8b0f39dd98ea30.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/9ae5c052492b744122aa2a133c278879.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/84d0724149645ef107e6df37e7e8a77f-1.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/133_HEI-CHU.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/bec641faa50b92829225a0b1c6c1c785.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/483ca6c99d9ff43b078c5ac7fc1fc103.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/886101a2ae4212409d6c1973e9e6e477.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/56264e2ad1fc838314c74c38398ad05d.jpg
http://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2022/08/bdf3a19444d2d2271c9d5b4bc8933fbe.jpg
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子育て支援
委員会

進路対策
委員会

������������今年度は「特性・個性のSDGs」と題して⼦どもたちとの関わ今年度は「特性・個性のSDGs」と題して⼦どもたちとの関わ今年度は「特性・個性のSDGs」と題して⼦どもたちとの関わ
り⽅について�まずは委員会で学び進めていく予定です。り⽅について�まずは委員会で学び進めていく予定です。り⽅について�まずは委員会で学び進めていく予定です。
 委員会内で「発達障害」という⾔葉にも⾼い関⼼が寄せられま 委員会内で「発達障害」という⾔葉にも⾼い関⼼が寄せられま 委員会内で「発達障害」という⾔葉にも⾼い関⼼が寄せられま
したが、⾔葉の枠にとらわれずに⼦どもたち⼀⼈ひとりの特性やしたが、⾔葉の枠にとらわれずに⼦どもたち⼀⼈ひとりの特性やしたが、⾔葉の枠にとらわれずに⼦どもたち⼀⼈ひとりの特性や
個性、といった多様性を認め合うことの⼤切さを学べる取り組み個性、といった多様性を認め合うことの⼤切さを学べる取り組み個性、といった多様性を認め合うことの⼤切さを学べる取り組み
を⽬指すことになりました。知ること、意識することで⼈との関を⽬指すことになりました。知ること、意識することで⼈との関を⽬指すことになりました。知ること、意識することで⼈との関
わりがより良くなるのでは、と考えています。わりがより良くなるのでは、と考えています。わりがより良くなるのでは、と考えています。
 毎回の委員会で議論し、⼯夫を重ねて最終的には広く啓発でき 毎回の委員会で議論し、⼯夫を重ねて最終的には広く啓発でき 毎回の委員会で議論し、⼯夫を重ねて最終的には広く啓発でき
る企画につなげていきたいと思います。る企画につなげていきたいと思います。る企画につなげていきたいと思います。

���������������今年度の進路対策委員会は、コロナ蔓延直後に⾏ったアンケ今年度の進路対策委員会は、コロナ蔓延直後に⾏ったアンケ今年度の進路対策委員会は、コロナ蔓延直後に⾏ったアンケ
ート以来、2年ぶりに保護者アンケートを実施させていただきまート以来、2年ぶりに保護者アンケートを実施させていただきまート以来、2年ぶりに保護者アンケートを実施させていただきま
した。ご協⼒いただいた皆さんありがとうございました。このした。ご協⼒いただいた皆さんありがとうございました。このした。ご協⼒いただいた皆さんありがとうございました。この
結果をもとに県PTAとしての要望書を作成し、県教育委員会に結果をもとに県PTAとしての要望書を作成し、県教育委員会に結果をもとに県PTAとしての要望書を作成し、県教育委員会に
皆さんの声を届けていきたいと考えています。皆さんの声を届けていきたいと考えています。皆さんの声を届けていきたいと考えています。
������������コロナ禍が続く中ですが、今に合った学校⾏事の在り⽅や保コロナ禍が続く中ですが、今に合った学校⾏事の在り⽅や保コロナ禍が続く中ですが、今に合った学校⾏事の在り⽅や保
護者の関わり⽅などを皆さんと⼀緒に作っていければと思いま護者の関わり⽅などを皆さんと⼀緒に作っていければと思いま護者の関わり⽅などを皆さんと⼀緒に作っていければと思いま
す。す。す。

令和4（2022）年9⽉1⽇ ⑪

アンケートをもとに要望書を作成し、アンケートをもとに要望書を作成し、アンケートをもとに要望書を作成し、
県教育委員会に皆さんの声を届けていきます。県教育委員会に皆さんの声を届けていきます。県教育委員会に皆さんの声を届けていきます。

「特性・個性のSDGs」と題して「特性・個性のSDGs」と題して「特性・個性のSDGs」と題して
子どもたちとの関わり方について 学びを深めます。子どもたちとの関わり方について 学びを深めます。子どもたちとの関わり方について 学びを深めます。
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広報
委員会

 今年度広報委員会では、奈良県PTA協議会の活動や郡市村 今年度広報委員会では、奈良県PTA協議会の活動や郡市村 今年度広報委員会では、奈良県PTA協議会の活動や郡市村
PTA・単位PTAの取り組みを紹介、各PTAの相互理解と繋がりをPTA・単位PTAの取り組みを紹介、各PTAの相互理解と繋がりをPTA・単位PTAの取り組みを紹介、各PTAの相互理解と繋がりを
深め、活動しやすい環境を広報を通じて作ります。はじめての試深め、活動しやすい環境を広報を通じて作ります。はじめての試深め、活動しやすい環境を広報を通じて作ります。はじめての試
みといたしましてデジタルによる広報紙の発⾏を年3回⾏いまみといたしましてデジタルによる広報紙の発⾏を年3回⾏いまみといたしましてデジタルによる広報紙の発⾏を年3回⾏いま
す。これからのPTA運営を⾒据え、デジタル配信をもってペーパす。これからのPTA運営を⾒据え、デジタル配信をもってペーパす。これからのPTA運営を⾒据え、デジタル配信をもってペーパ
ーレス化による費⽤削減、負担軽減に繋げていきます。また、郡ーレス化による費⽤削減、負担軽減に繋げていきます。また、郡ーレス化による費⽤削減、負担軽減に繋げていきます。また、郡
市村の代表である委員が分担しデジタル紙⾯の作成を担い、作り市村の代表である委員が分担しデジタル紙⾯の作成を担い、作り市村の代表である委員が分担しデジタル紙⾯の作成を担い、作り
⽅を学ぶことで、各郡市村の広報紙作成の幅を⼤きく広げます。⽅を学ぶことで、各郡市村の広報紙作成の幅を⼤きく広げます。⽅を学ぶことで、各郡市村の広報紙作成の幅を⼤きく広げます。
広報委員会がみなさんに興味を持っていただくために考えた特集広報委員会がみなさんに興味を持っていただくために考えた特集広報委員会がみなさんに興味を持っていただくために考えた特集
記事もみてくださいね。記事もみてくださいね。記事もみてくださいね。

令和4（2022）年9⽉1⽇ ⑫

PTAってなぁに？奈良県PTA協議会は何してるの？PTAってなぁに？奈良県PTA協議会は何してるの？PTAってなぁに？奈良県PTA協議会は何してるの？
広報委員会ではそんな疑問にお答えします。広報委員会ではそんな疑問にお答えします。広報委員会ではそんな疑問にお答えします。
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広報委員会広報委員会
メンバー紹介メンバー紹介

私の街のオススメ

第1回

令和4（2022）年9⽉1⽇ ⑬

⽣駒市の駒井です。
⼩６の娘と⼩３の息⼦がおります。
⽣駒市のおすすめは「たかやまかきもち」です！
…オーソドックスですね😅

吉野郡上北⼭村の⼩⾕です。
⾼3男⼦と中2男⼦の⽗親です。
かみきたのおすすめ…夏の朝晩はクーラーいらずなとこ
ですかね😅
お店ではないですが、村のおばあちゃんが作る⾷パンが
今の所どのお店よりも美味しいと思ってます😄
よろしくお願いします。

葛城市の岩⽥です。⼩6の息⼦がおります。私のオススメ
は葛城市ではありませんが、すぐお隣にある御所市の「パ
ン⼯房KAWA」です😊オススメするまで葛城市にあると思
ってました
パン好きなので、奈良県の美味しいパン屋さん教えてくだ
さいね！よろしくお願いします。

桜井市の峯⼭です☺ ⼩4と、⼩2のわんぱく男⼦の⺟です。
桜井には駅前に「マルツ・ベーカリー」があります。三⾓パ
ンが有名ですが、私はパピロが好きです😁
あとは、三輪そうめんおいしいです😽



アンケートは下のボタン
から！クイズもあるから
チャレンジしてみてね！
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編集後記

最後まで見てくれ
てありがとう！
アンケートに
ご協力ください

アンケート

令和4（2022）年9⽉1⽇ ⑭

Ｗeb版として生まれ変わったかがやき奈良はいかがでし
たか？初めての試みで、まだまだ改善の余地があるかと思
いますが、皆様の声を参考にして、さらに読みやすい
Web広報を目指していきます。
委員の皆さんのおすすめ情報を参考にお出かけしてみてく
ださいね。もしかしたら、新しい発見があるかもしれませ
ん(^^♪次回のかがやき奈良もお楽しみに♬　（奥谷）

奈良県PTA協議会では、ホームページ、Facebook、YouTubeを
使って情報を発信しています。ぜひご覧ください。

ホームページ E-mail Facebook YouTube

https://forms.gle/cewM451TtAZSSPgG8
https://www.facebook.com/NARAKENPTA
mailto:na-p-kyo@m4.kcn.ne.jp
http://www.naraken-pta.jp/
https://www.youtube.com/channel/UC7zG38DJGcrkFzRFo7_Dkjw

