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子育て支援委員会活動報告

「共に学び、繋がりのある未来（あした）へ」～みんなで子育ち、親育ち～
を大会スローガンに、YouTubeによる配信と会場参加のハイブリッド形式の
実施で第66回奈良県PTA研究大会が開催されました。

発達障害をテーマ
に学び、個性や相
⼿の気持ちに寄り
添った⽀援につい
て考えを深めまし
た。

進路対策委員会活動報告
学校教育の充実や
環境整備について
など、皆さんの声
を要望書にし、
県教委に届けまし
た。

広報委員会活動報告
広報紙がWeb配信
になり、それぞれ
が作業を分担しな
がらオンライン上
で紙⾯を作成して
いきました。

研究大会の様子はYouTube「見逃し配信」でご覧いただけます

moochanさんの講演会
書家のmoochan
さんを講師にお招
きし、「出逢いと
⾔葉の⼤切さ」を
テーマにお話しい
ただきました。

https://youtu.be/fXCGVNvS9eE
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-郡市村PTA対象-

2⽉11⽇（祝）運営学習会を開催いたしました。
これまでも運営学習会を開催しておりましたが、今回は初の試みで、郡市村PTAの運
営に携わっている⽅を対象に、募集をさせていただきました。
各郡市村から、総勢32名（県P役員含む）の参加で、6つのグループに分かれて、それ
ぞれの運営についてディスカッションを⾏いました。
各市PTAによって運営の⽅法がさまざまで、いろんな発⾒や驚きがありました。
郡PTAや町PTA、村PTAでは、市とはまた違った悩みや問題を抱えていることがわか
りました。
これまでは⾃分が携わっているPTAしか知らない⼈がほとんどで、とても活発な意⾒
や発⾔が⾶び交っていました。
各郡市村PTAの横の繋がりが、とても⼤事であることを学ばせていただいた運営学習
会となりました。
これまでの単位PTAを対象とした運営学習会と合わせて、今後も郡市村PTAを対象と
した運営学習会を開催して参りたいと思います。
ご参加いただいた、各郡市村の皆様、お疲れ様でした。
ありがとうございました。

2月11日（祝）
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奈良県教育委員会との

意⾒交流会

令和4年12⽉22⽇。奈良県教育委員会との意⾒交流会を⾏いました。
11⽉4⽇に、保護者の想いをまとめた要望書を⼿交し、その回答を書⾯に
ていただいています。
要望書は進路対策委員会で実施したアンケートを元に作成したもので
す。
意⾒交流会は、その回答書に関しての確認及び意⾒交流の場です。
県教育委員会、県中学校校⻑会、県PTA協議会で交流会が⾏われ、さま
ざまな意⾒や質問が出ました。
要望書には1∼6項⽬まで、学校教育から進路、ジェンダー平等、いじめ
対策などがあり、それぞれに回答をいただいております。
意⾒交流会では、さらに詳しく質問を⾏ったり、関連する質問が出たり
と、予定していた時間でも⾜りないほどの、充実した交流会となりまし
た。
現状は厳しい問題も多々ありますが、県PTA協議会としては、今後も⼦
ども達を取り巻く環境が、少しでもよくなることを願い、要望を続けて
⾏きます。
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新型コロナウイルス感染症が流行っていて、人との交流が少なくなる中、自
分の将来についてなんとなく、不安に感じている人はいませんか？
奈良県 PTA 協議会では、そんなみなさんの将来の不安に少しでも役に立ち
たいと思い、多くの職業の方にインタビューを行い、中学生のみなさんに紹
介する企画「ミライの自分みつけ隊」を考えました。
将来を担う中学生に、多くの職業を紹介しながら将来の「やりたい仕事」に
就けるヒントを提供したいという思いから多くの職業の方にご協力もいただ
きました。ひょっとしたら身近な方もインタビューに答えていただいている
かもしれません。ぜひ、一度、この企画を見て、将来の自分の姿を想像する
機会にしてください。

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑤

◎クラフトビール醸造家 ◎獣医師
◎チーズプロフェッショナル ◎税理⼠ 
◎ホテルマン ◎⼩学校教諭 ◎測量⼠
◎保険コンサルタント ◎精神保健福祉⼠
◎相談⽀援専⾨員 ◎通訳⼠ ◎美容師
◎ソムリエ ◎鍼灸師 ◎プロバスケ選⼿
◎エステティシャン ◎幼稚園教諭 ◎建築⼠
◎調理師 ◎弁護⼠ ◎不動産業 ◎塾講師
◎中学校教諭 ◎⾼等学校教諭 ◎作業療法⼠
◎エンタテイナー ◎動画クリエイター
◎⼟⽊建設業 ◎プロボクサー ◎鉄道運転⼠
◎コスチュームコーディネーター

順不同

紹介している職業（令和5年1月現在） ホームページで
ご覧ください

↑タップしてね↑

https://www.naraken-pta.jp/future


 

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
∼桜井市ＰＴＡ協議会∼
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�

桜井市には、桜井中学校・桜井西中学校・大三輪中学校・桜井東中学校
の４つの中学校があります。その中で桜井東中学校のPTA活動を紹介し
ます。桜井東中学校は、自然に囲まれた静かな場所にあり、近くに花の
寺で知られる長谷寺や多くの神社などがあります。

月に１度、校舎にある花壇を地域の方達と協力して一緒に手入れをして
います。草がたくさん生えた状態の花壇から始まりましたが、今では、
四季折々の花が咲くきれいな花壇に変わりました。手入れをしている
と、子どもたちが「いつもありがとうございます」と声をかけてくれま
す。きれいな花壇をみて子どもたちが少しでもほっとできる気持ちにな
って、また勉強や部活動を頑張る励みになってほしいなと思います。
また、花壇だけではなく、広いグランドのまわりにはえている雑草の整
備に地域のボランティアの方が定期的にきてくださってきれいにしてく
れています。子どもたちが、整った環境で過ごしてほしいという思い
で、一生懸命に力を合わせて、チームワーク抜群であっという間にたく
さんの雑草がきれいになっていきます。
また、地域の見守りにも力を入れてくださっています。
これからも、地域の皆さんと協力しながら、あたたかい気持ちで子ども
たちの成長を見守っていきたいと思います。

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑥

桜井市立桜井東中学校



手つかずの花壇が皆さんの優し
い気持ちが集まって、きれいな

花壇に変わりました
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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
∼天理市ＰＴＡ協議会∼

活⽤してみて

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑦

BANDを活用した
PTA運営

BANDアプリを活用することで
スムーズな運営が可能に

BANDとは？
BANDはグループやチームで使うグループコミュニケーションアプリです。
LINEのようにトーク機能があり、他にも掲⺬板やカレンダー、出⽋確認、投
票、アルバム、ライブ配信など多機能でありながら、無料で使えるアプリで
す。
トーク機能は個別に作成することができるので、「全体のトーク」「各専
⾨部会のトーク」と、必要に応じてトーク部屋を設けることが出来ます。
カレンダー機能が付いているので、会議の⽇程や⾏事予定を管理すること
が可能です。データアップ機能も付いており、議事録や必要な書類をアッ
プして共有することが可能です。LINEのように「期限切れ」になることも
ないので、安⼼して活⽤できます。

天理市PTA協議会では、年度初めに役員・理事全員にBANDに⼊っていた
だきました。すぐに各専⾨部会毎のトークを作成し、それぞれの専⾨部会
でBAND上での話し合いが可能になりました。
また、三役＆事務局専⽤のトークも作成し、ここで相談を⾏い、会議で決
議をする流れができ、運営がスムーズに進むようになりました。
会議の予定はスケジュールに追加することで、全員に通知が届きます。加
えて全体のトークでお知らせすることで、さまざまな情報を共有すること
が可能になりました。
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BANDの詳しい情報はこちら BAND始め⽅ガイド

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑧

BANDを活用したPTA運営
デジタルツールをうまく使って
BANDを活⽤することで、情報の共有化が進み、細かなやりとりもトーク
で⾏うようになりました。物事の決定がスピーディーに進み、お互いの意
⾒もトーク内で交わせるようになりました。
デジタルツールで便利になりましたが、会議のお知らせはこれまで通り、
事務局から学校を通してお⼿紙を出しています。正式な通達はお⼿紙での
ルートになりますので、BAND活⽤はあくまでも補⾜するためのアプリで
す。
これまでの運営にデジタルツールをうまく活⽤して⾏くことが、これから
のPTA運営のスリム化につながると思います。

それぞれのPTAでそれぞれの運営⽅法があると思います。多くはLINEグル
ープを活⽤していると思いますが、スケジュールや書類のやり取りは別の
アプリで・・・というところも多いのではないでしょうか？
BANDはトーク機能とスケジュール、アルバム管理、データ管理が⼀括で
⾏える便利なアプリです。⼀度活⽤を検討してみてはいかがでしょうか。
BANDに関しての詳しい情報と、BAND始め⽅ガイドを載せますので、興
味のある⽅はぜひご覧ください。

掲示板機能 トーク機能 スケジュール機能 データ管理機能

https://about.band.us/jp
https://ext.band.us/survey_file_root/upload/2022_JP_BAND_StartGuide.pdf
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『⾃分のそばで困っている⽅に何かできる
ことはないだろうか』
活動が始まった頃に委員の中から出てきた
⾔葉です。お互いに個性を認め合って助け
合えるようになれば、どの⼦どもにも⽣き
やすい社会になります。
SDGsの中にも、『すべての⼈に幸せを』と
いう⽬標が掲げられています。
⼦育て⽀援委員会では、今後も⼦どもたち
のより良い環境のための課題に取り組んで
いきます。

今年度の⼦育て⽀援委員会では、「発達障害」をテーマに取り組みました。『まずは
⾃分たちが勉強をしよう』という思いから、専⾨的な知識を得るために⼤和⾼⽥市教
育委員会事務局の教育部、教育⽀援課の指導主事である井芝満喜⼦先⽣に『〜「おく
れ」と「⽣きにくさ」「困り感」に寄り添う⽀援〜』と題して講演をしていただき、
発達障害の特性と⽀援のポイントを学びました。�

まず、障害の⼤枠を理解し、それから⼀⼈⼀⼈の特性をしっかり⾒る。そして、当該
の児童やその保護者がどこに「⽣きづらさ」や「困り感」を感じているのかを知る。
それらを踏まえて相⼿の気持ちに寄り添った、適切な⽀援をすることが⼤切なのだと
学びました。障害のあるなしに関わらず、⼦育てに通じるヒント満載の⼼の温まる講
演でした。

そして、この学びをもっと広く伝えたいという思いから、第⼆回⽬の講演会の動画を
奈良県PTA協議会のYoutubeチャンネルで配信しました。私たち保護者が感じる素朴
な疑問に答えていただいています。
動画は県ＰＴＡのホームページから視聴できます。障害の理解と⽀援の仕⽅について
も合わせて掲載しています。動画は下記のQRコードからも視聴できます。ぜひご覧く
ださい。

『個性・特性のSDGs』
発達障害についての学びから始めよう

子育て支援
委員会

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑨

活動を終えて

↑動画視聴はこちらをタップしてください

https://youtu.be/TTmRPgMwbnY
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学校教育の充実、⼦どもの学⼒の保障、進路について…「コロナ禍に即した学
校⾏事、少⼈数学級の実施、タブレット端末の適正な運⽤を」「教師のスキル
アップの取り組み⽀援、通学路の安全確保の強化を」「部活動の地域移⾏に関
して、取り残される地域や部活の出ない取り組みを」「⾼校のオープンスクー
ルの周知、普通科の定員確保を」

学校⽣活の環境整備について…「性別で区別しない混合名簿や制服の導⼊、⽣
理⽤品のトイレ設置などを全県に」「総合寄宿舎である畝傍寮の建て替え、寄
宿舎の⼊寮地域拡⼤を」

いじめ対策、児童虐待防⽌の取り組みについて…「スクールカウンセラー等の
充実、新たないじめに対する対策や相談体制の強化を」「性教育の充実、障が
いのある⼦どものサポート、地域ネットワークの強化を」

進路対策委員会の最⼤の仕事は、「みなさんの声」を要望書にして県教育委員会
に届けることです。今年度は7⽉に保護者向けアンケートを実施し、それをとり
まとめて要望書を作成しました。そして11⽉4⽇に要望書を県知事、県教育委員
会、県議会に提出し、12⽉22⽇に教育委員会との「意⾒交流会」で、私たちの思
いを伝えてまいりました。
�
7⽉に実施した保護者向けアンケートには14000件を超える回答が寄せられ、その
思いを実現すべく、3か⽉にわたって要望書の作成に取り組みました。今年度の
おもな要望は以下の通りです。

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑩

進路対策
委員会 たくさんの「皆さんの声」

届けることができました

①

②

③
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ホームページで⾒る

PTAによる要望活動には⻑い歴史があり、今では当たり前となっている学校給⾷
や教科書の無償配布などは、先輩⽅の粘り強い活動の積み重ねで実現したもので
す。奈良県では通学路の安全確保のための「合同点検」の実施や「進路の⼿引
き」の作成配布、他府県と⽐べて⼤きく遅れていたエアコンの設置などが、要望
活動により実現しました。要望書の内容は、すぐに実現できることと⻑年かかっ
て実現できることがあります。今年度の要望で実現できなかった内容でも、来年
以降継続して要望を出し続けることが⼤切です。
�
要望内容は、当初進路に特化したものでありましたが、近年は進路だけでなく教
育環境全般に及んでいることから、委員会事業としての進路対策委員会は令和4
年度を以て廃⽌となることが過⽇書⾯臨時総会にて議決され、今後は奈良県PTA
協議会の本体事業として役員会・理事会がこの業務を引き継いでいきます。これ
からも⼦どもたちが安⼼して学校⽣活を送れるよう、要望活動に取り組んでまい
りますので、皆様のご協⼒をよろしくお願いします。
最後になりましたが、今年度アンケートに答えていただいた会員の皆様、そして
要望書づくりにご協⼒いただいた委員の皆様には、⼼より感謝申し上げます。

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑪

進路対策
委員会

アンケートの結果はホームページでご覧いただけます

https://www.naraken-pta.jp/notice/questionnaire-results
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今年度の広報委員会は、これまでの紙媒体の広報紙発⾏から、Web配信へと⼤きく
舵を切りました。初めてのことだらけで、⼾惑いの中、委員会活動が始まりまし
た。
広報紙をみんなで作るために、活⽤したクラウドアプリのCanva。使い⽅がわから
ないので、ZoomでのCanva説明会などで作り⽅を学びました。初めてのチャレン
ジでドキドキしながら制作を⾏いましたが、1⼈で制作していても、誰かが⼿直し
してくれていたり、いつの間にかキレイにレイアウトされていて、「みんなで⼒を
合わせて作っている」という気持ちになれました。

「どうしたら⾒てもらえるか？」を常に議題に掲げ、さまざまなアイデアや、それ
ぞれの活動などを共有して広報紙作りに活かして来た1年でした。
Web広報紙の利点を活かし、アンケートも取らせていただきましたが、奈良県PTA
の広報紙「かがやき奈良」は、まだまだ認知度が低いことがアンケートの結果から
もわかりました。
奈良県PTA協議会の活動を知ってもらうためにも、また、各単位PTAや郡市村PTA
の取り組みを紹介していくためにも、認知度を上げていくことが、今後の課題であ
ると思います。

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑫

広報委員会

1年を通して活動した委員会メンバー
は、とても親しくなり「1年で終わるの
が寂しい」という声も聞こえていま
す。⼾惑いながらの委員会活動でした
が、とても貴重な体験になりました。

研究⼤会常任委員会
活動報告の様⼦

初めての試みWeb配信にトライ

失敗しても
いいから
楽しんで
⾏こう！！

緊張したけ
ど楽しんで
できました
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令和
4年度

県内審査
結果発表

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑬

家族で話そう！
我が家のルール･
家族のきずな･
命の大切さ

募集期間が２度延長され、5月9日から7月20日の募集期間に応募いた
だいた三行詩を、奈良県PTA協議会で選考させていただきました。今
年度は次の作品を本県の優秀作品として（公益社団法人）日本PTA全
国協議会へ推薦させていただきましたが、残念ながら全国での選出に
は至りませんでした。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日Ｐ事業である本事業の表
彰式は今年も中止せざるを得ませんでしたので、令和5年1月21日
（土）平群町のくまがしホールで開催させていただいた奈良県PTA研
究大会（YouTube同時配信）にてお名前をご紹介させていただき、後
日賞状並びに副賞を学校へ送付いたしました。
次年度も多数のご応募をお待ちしております。
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◎尾仲 宏太 さん�王寺町⽴王寺北義務教育学校 ９年⽣
� 喧嘩はしても良いけれど その⽇のうちに仲直り ⾃然に決まった家族のルール
�
◎藥師寺 優希菜 さん�王寺町⽴王寺北義務教育学校 ９年⽣
� 反抗期 それが過ぎると、反省期 家族へいつもありがとう、そしてごめんね。
�
◎佐⽵ 美⽉ さん�王寺町⽴王寺北義務教育学校 ９年⽣
 朝からけんかしても「いってきます」を⾔わないと
 ⾏かせてくれない私のお⺟さん
�
◎古賀 琉之介 さん�斑鳩町⽴斑鳩南中学校 ２年⽣
 ホッとする 働く⺟の 置き⼿紙
�
◎⼾和 勇輔 さん�王寺町⽴王寺北義務教育学校 ９年⽣
 夏の暑い夜 節電で家族全員雑⿂寝 これが結構おもしろい

◎夛⽥ 宗弘 さん 橿原市⽴畝傍東⼩学校ＰＴＡ
 しんどい時の「無理しなや。」「今⽇⼤丈夫やった?」
 その⾔葉に⽀えられ、今⽇も⾏ってきます。

中学校の部（5点）

一般の部（1点）

◎⻑尾 和也 さん�⼤和⾼⽥市⽴磐園⼩学校 ６年⽣
 ⼈によっては簡単でも あなたにとっては難しい みんな⼈それぞれ

◎清⽔ 莉央 さん�⼤和⾼⽥市⽴磐園⼩学校 ６年⽣
 本当は⾔い返したくない 後悔するのに⾔い返してしまう
 ⼼のこもった「ごめんなさい」それが⼝にだせたらな

◎⽚岡 世惟 さん�⼤和⾼⽥市⽴磐園⼩学校 ４年⽣
 ⼈のどりょくを ばかにしない それがわが家の⼤事なルール

◎梅⼭ 晴真 さん�⼤和⾼⽥市⽴磐園⼩学校 ４年⽣
 早起きして 登校前に 家族といっぱいお話だ

◎林 美織 さん�⼤和郡⼭市郡⼭南⼩学校 ４年⽣
 厳しいな 優しいな だから⼀緒にいたい

小学校の部（5点）
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審査結果発表

奈良県PTA協議会
作文コンテスト

本年度も「奈良県教育の日」関連事業「いきものだいすき　かがやけい
のち」作文コンテストに、多くのご応募をいただきまして本当にありが
とうございました。
厳正な審査の結果、最優秀賞および優秀賞が下記の通り決定いたしまし
た。
身近ないきものの「いのち」に対する想いや思い出、また、いきものの
「いのち」に関わる環境についてなど、心に響く作文ばかりでした。
今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止を図りつつ、１月21日に平
群町のくまがしホールにて開催しYouTubeでライブ配信させていただい
た奈良県ＰＴＡ研究大会の席上にて、ご来賓や来場者の皆様の前で表彰
式をさせていただきました。おめでとうございます。

最優秀賞 ⻄⽥ 皓紀�さん 宇陀市⽴榛原東⼩学校�3年⽣

最優秀賞 安達 理夢�さん 橿原市⽴畝傍北⼩学校�6年⽣

 優秀賞 井⼝ ⼼葉�さん 平群町⽴平群南⼩学校�3年⽣

 優秀賞 松村 奈々�さん ⾼取町⽴たかむち⼩学校�3年⽣

 優秀賞 ⽊村 摩尼�さん 平群町⽴平群南⼩学校�6年⽣

 優秀賞 福井菜那⼦�さん 明⽇⾹村⽴明⽇⾹⼩学校�6年⽣

 優秀賞 ⻄出 彩夏�さん 広陵町⽴広陵中学校�2年⽣



詳細はこちら

詳細はこちら

学校部活動の地域連携と
地域クラブ活動への
移⾏について

「令和4年度全国体⼒・
運動能⼒、運動習慣等
調査」の結果について

令和4年度全国体⼒・運動能⼒、運動
習慣等調査の結果について、令和4年
12⽉にスポーツ庁から�公表されまし
たので、奈良県児童⽣徒（⼩学校5年
⽣・中学校2年⽣）の結果を報告しま
す。

令和2年9⽉に⽂部科学省等は、「学校
の働き⽅改⾰を踏まえた部活動改⾰に
ついて」を⺬し、令和5年度以降中学
校における休⽇の部活動を段階的に地
域に移⾏していくこととしました。
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https://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2023/02/bc7aea0ede9df3148f04f5274bec9c60.pdf
https://www.naraken-pta.jp/wp-content/uploads/2023/02/7d291fe88442eda3e474f510429f350a.pdf
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今回は、奈良⽂化財研究所が遺跡から蘇らせた古代のボードゲームをご紹
介します。「かりうち」と呼ばれる古代のボードゲームは、シンプルなル
ールですが、奥が深く幼児からシニアまで遊べるボードゲームとなってい
ます。
遊び⽅のYouTubeもあり、作戦次第では⼤逆転もある楽しいゲームで
す。
古代の⼈々がこんな遊びをしていたなんて、想像してみるとちょっとロマ
ンチックですね。
どんなボードゲームなのか、ご覧ください。

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑰

古代の遺跡から出土した土器を調査研究し1300年前
のボードゲームが復元！

今回のコラム
古代のボードゲームかりうち

シンプルだけど奥が深いゲーム
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奈良時代に遊ばれていた双六に似たボードゲームです。
⼟器や⽡に描かれた盤⾯と、「かり」と呼ばれるサイコロの代わりに投げ
る棒を⽤いて遊びます。
2015年、奈良⽂化財研究所の考古学的研究により発⾒されました。
奈良⽂化財研究所の研究員が、平城宮・京をはじめ⽇本各地の奈良時代の
遺跡で出⼟した⼟器や⽡に、共通する円形の記号が描かれたものがあるこ
とに気づき、これが「かりうち」の盤⾯であることを2015年に解明しまし
た。�
「かりうち」は、『万葉集』の歌に４本の棒とその組み合わせを意味する
⾔葉遊びとして登場する古代の遊びで、都などで⼤流⾏したこと、現代の
韓国で親しまれている「ユンノリ」という遊びに似るということ、しかし
⽇本では失われた遊びであることが、指摘されていましたが、考古学的に
実物が発⾒されたのは、その時が初めてでした。

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑱

かりうちとは 今回のコラム
古代のボードゲームかりうち

復元された「かりうち」の用具 ボードゲームとして再現

◀より詳しい情報は奈良⽂化財研究所の
 ホームページをご覧ください

YouTubeで
遊び方を見てみよう

https://www.youtube.com/watch?v=NWMjVsVTnwg
https://www.youtube.com/watch?v=NWMjVsVTnwg
https://www.nabunken.go.jp/research/kariuchi.html
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一年間
ありがとう！
不安の中みんなそれぞれに頑張っ

た一年間
広報委員の声をお届けします

TOPへ

Web化による広報紙作成、初めての作
業に最初は⼾惑い不安も有りました
が、Canvaというアプリを使い、⾃分な
りのデザインやレイアウトを考えてペ
ージを仕⽴てる事が出来て意外に楽し
かったのと、いかに⾒やすく分かり易
く伝える⼯夫の難しさも実感しまし
た。この⼀年間広報委員の皆さんと共
に作業することで、交流を深め楽しい
時間を過ごすことが出来ました。本当
にありがとうございました。

「どうせやらないといけない
なら、ポジティブに、⾃分な
りの楽しみを⾒つけよう」を
⼦どもに⾒せたくて、出来る
限り前向きに参加しようとし
た⼀年でした。WEB化という
奈良県PTA広報の新しい⼀歩
に⽴ち会えた事、嬉しく思い
ます。メンバーの皆さん、あ
りがとうございました！次は
上北⼭でお会いしましょう！

初めての連続の中はじまった
広報活動。
初めは知らない世界に⼾惑い
もありましたが、知る事で世
界は変わる物だと実感した⼀
年になりました！
活動をして⾏く中で地域や年
齢に応じて様々なやり⽅で活
動をしている事を知れる素敵
な機会となりました！
ありがとうございました！

委員の皆さんに頼りっぱなしでした
が、広報紙かがやき奈良作成に関わら
せていただいた事は、私にとってとて
も貴重な⼀年だったと思っています。
⼀年間ありがとうございました！

初めは不安でいっぱいでしたが、みんな
優しくて、とてもいい経験ができまし
た。⼀年間ありがとうございました。

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑲

天理市PTA
大原 昭夫

吉野郡PTA
小谷 隆司

宇陀市PTA
細川幸

磯城郡PTA
鷲尾 亜希

葛城市PTA
岩田 裕子
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最初は⾜取り重く⾏った広報委員会で
したが、年代も地域も違う委員さん達
といろんな話ができてとてもおもしろ
い１年になりました！紙からWeb化に
なる事にも不安もありながらワクワク
もしてみんなで作り上げた物に喜びも
感じました！⼤⼈になってからの貴重
な出会いと時間に、これなら来年度も
広報委員してもいいかなと錯覚するぐ
らいでした！ありがとうございまし
た！みなさん最⾼でした！

正直、パソコンが少々得意とかは全く関
係ない世界でした。最初にそう⼝⾛った
⾃分が恥ずかしい（笑）
広報のデザインセンスに感服しきりの毎
号で、何の役にも⽴てませんでしたが、
勉強になりました。
集まった時の会話も楽しく居⼼地が良か
ったです。
まさか県Pの⼤会で歌を歌うことになる
とは…。貴重な経験をありがとうござい
ました♪

Web化した広報紙がみなさんの⽬に⽌ま
りますように。⼀年間、ありがとうござ
いました。

余り良く分からないまま参加した県PTA
広報委員会。
まず今年からWeb化？紙違うの？
作るにあたってデザインツールCanva?
何それ？
そして何故か研究⼤会で合唱！！！
私が今まで経験したPTA活動とは異なり
⾊ 々 な 意 味 で 「 思 っ て た ん と 違
う」！！！でした。
初め私は空気…と気配を消してました
が、参加するにつれ発⾔したり本気で歌
ったり談笑したりと楽しく過ごさせて頂
きました。
是⾮、今後参加される⽅々にはネガティ
ブなイメージのPTAですが思ってたんと
違う！！！を味わって欲しいです。
⼀年間ありがとうございました。

初めての広報活動で、今年からWeb化と
いうこともあり、何もわからずに参加し
た私でしたが、皆様と⼀緒にアイデアや
意⾒を出し合って制作し、完成した広報
紙を⾒て、今までに感じたことのない達
成感を感じることが出来ました。
パソコンが苦⼿で、制作はお任せするこ
とが多く、出来ることが限られていた中
で、皆様が優しく受け⼊れて下さったお
かげで、こんな私でも広報委員として、
活動していくことが出来ました。⼀年
間、貴重な経験をさせていただき、本当
にありがとうございました。

令和5（2023）年3⽉1⽇ ⑳

一年間ありがとう！広報委員の声をお届けします

橿原市PTA
小谷 さやか

香芝市PTA
森永 展行

生駒市PTA
駒井 健治

御所市PTA
門馬 真紀

北葛城郡PTA
岡本 春香
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初めて、県のPTAの広報紙づくりに参加さ
せていただいて、パソコンが苦⼿な私にと
って不安しかありませんでしたが、いつも
優しくフォローしてくださる素敵な委員の
皆さんと⼀緒に活動できたこと、広報紙を
つくるときに使ったCanvaを知り、使える
ようになったこと、不安がなくなるくらい
楽しい⼀年になりました。
これからも、委員の皆さんのたくさんのア
イディアと愛情が詰まった広報紙をたくさ
んの⽅に⾒ていただけたら嬉しいです。

広報活動は右も左もわからない状態から
のスタートでしたが、沢⼭の⽅々と関わ
りを持てた事を嬉しく思います。紙から
WEBへ時代の変化に対応するための学び
もありとても貴重な経験となりました。
⼀年間ありがとうございました。

最初は凄く緊張しましたが、皆様と楽し
い⼀年を過ごすことが出来ました。
⼀年で終わるのは残念ですが、とても良
い思い出になりました、ありがとうござ
いました。

記事を作成していく中で、事業について
の知識が付き、⽬的も明確になっていき
ました。他の郡市村の取り組みや、街の
紹介といった情報も楽しみのひとつでし
た。
こうやって交流が深まっていくものなの
ですね。みなさん、ありがとうございま
した。

初めてのWeb化に⼾惑いの
中始まった令和4年度の広報
委員会。
みんな不安でいっぱいだけ
ど、精⼀杯Canvaを使いな
がら、制作を頑張りまし
た。
研究⼤会で発表するため
に、みんなで歌った「正
解」は最⾼の思い出になり
ました。
みんな最⾼です！⼀年間あ
りがとう！！

令和5（2023）年3⽉1⽇ ㉑

一年間ありがとう！広報委員の声をお届けします

桜井市PTA
奥谷 雅代

大和高田市PTA
田中 麻呂

五條市PTA
栗林 利光

橿原市PTA
西峠 昌樹

天理市PTA
福原 俊治
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編集後記

令和5（2023）年3⽉1⽇ ㉒

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

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/23LTYi4KyE1jYguM8
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
https://forms.gle/8AvVhWC4ViGQWSaj7

