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「再発見！愛」
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第28回東京地区高等学校PTA連合会大会
　7月9日（土）、国立オリンピック記念青少年総合センターにて、第２８回東京地区高等学校PTA連合大会　大
会テーマ「再発見！愛」〜対話の力無限大〜　が開催され、足元の悪い中多くの保護者・生徒が参加しました。
　ステージでは、夜回り先生こと水谷修氏の基調講演、PTA活動事例発表２件、委員会活動発表４件を行いまし
た。途中、高校生による和太鼓やジャグリングによるアトラクションで大会を盛り上げました。
　ホワイエでは、各地区の特色のある活動内容を１枚のパネルにまとめ、展示を行いました。
　今回、PTA事例発表では、大島海洋国際高校の海洋実習中止を受け、PTAにより連絡会を発足させ、海洋実
習実行までの取り組みが報告されました。現在は、海洋実習の継続と内容の充実を目的に委員会を発足し活動推進中です。また、
富士高校ではPTAが主催し保護者による職業紹介の事例発表がありました。尚、富士高校は、全国高P連・千葉大会でも発表します
（【編集部註】詳報は次号にて）。最後に発表者、参加された高校生をはじめとする関係各位のご協力により無事終了できたことを
感謝申し上げます。	 【東京地区大会実行委員長　藤原富夫】

基調講演講師は　夜回り先生こと水谷修氏。講演時間は60分と先生の講演にしては短い時間だったので、怒涛のごとく話されま
したが、親はもとより高校生の周囲に居る大人達の責務を強く感じさせる講演でした。

大島海洋国際高等学校事例発表：「大島丸連絡会」について
発表者：都立大島海洋国際高校　ＰＴＡ副会長　植松和宏

基調講演：夜回り先生　水谷　修　氏
【プロフィール】　1956年、横浜に生まれる。少年期を山形にて過ごす。上智大学文学部哲学科
卒業。横浜市にて、長く高校教員として勤務。12年間を定時制高校で過ごす。若者たちから「夜
回り」と呼ばれている深夜の繁華街のパトロールを通して、多くの若者たちとふれあい、彼ら
の非行防止と更生に取り組んでいる。現在、花園大学客員教授、テレビ番組レギュラーコメン
テーター。著作多数。

　「昼の世界は美しい世界。美しい花や美しい鳥の声で溢れている。僕の住む夜は、闇の世界。夜の世界は魅
力的に見える。
　キレイだと思った場所に、朝６時に行ってみてほしい。
　全然違う。ネオンが光って綺麗に見えた夜の世界はそこにはない、すえた臭い、薄汚い世界、ちっとも美し
くもない、そして夜の世界はウソの世界。〜」

　大島海洋国際高校は「海を通じて世界を知る」という教育
目標で、海洋実習の授業をはじめ、カッター部、セーリング部、
潜水部、フィッシング部など、周囲を海に囲まれた大島なら
ではの特色のある部活動や授業を行っております。２００名
以上の生徒が寮生活をし、通学生と共に、日々シーマンシッ
プを学んでおります。ＰＴＡは大島という特殊性から、在京
部会、在島部会が組織され、在京、在島で作業を分担しなが
ら、学校行事のお手伝いやＰＴＡによる学年レクリエーショ

ンなどの活動を行っております。
　そんな中、平成２６年度の２学期に入り、船員の不足により、
海洋実習が実施できない状況となりました。そこでＰＴＡで
は、保護者代表による大島丸連絡会を発足させ、東京都や学
校に対して、安全な航海実習の実施に向けて、さまざまな取
り組みを行いました。また、生徒も署名活動を自主的に行い、
東京都に対して早期に海洋実習が実現できるよう要望をして
きました。
　結果、２７年度に入り、実習が実施できることになりまし
たが、今でもさまざまな問題が残っており、大島丸連絡会は
引き続き活動しております。
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第28回東京地区高等学校PTA連合会大会

【夜回りについて】
　横浜の定時制高校に赴任した 25 年ほど前に、夜回りを始
めた。夜、街で過ごす中高生は、非行、売春が多い。今も夜
回りを行なっており、東京は、大森、池袋、渋谷、六本木、
町田、立川、八王子など。町田、立川、八王子は、よくない
状況になっている。
　夜回りで声を掛けた事がきっかけで、昼の世界に戻った子
達が更生し社会人となり、彼らの有志が全国で夜回りを行なっ
てくれている。夜回りは簡単には出来ない。暴力団が付いて
いる子達もいる。先生も怪我を負ったことがあり、大変に危
険だ。

【ひきこもり、リストカット、Overdose（薬の大量摂取）】
　部屋の中で自傷行為や引きこもる子達を夜回りで救うこと
は出来ない。リストカットを繰り返す高校生との出会いから、
この問題への取り組みを始めた。なぜ自傷してしまうのか。
その原因を解決せずに自傷行為をとめることは、とても難し
いし非常に危険なことだ。治療のための投薬による過剰摂取
や薬物依存などの常習化による副作用も問題化している。
　なぜその子が眠れないのか、なぜ学校へ行けないのか、親
の過剰期待か虐待か学校のいじめが原因なのか、それを本人
に聞いたうえで、その子に最適な方法で対処することだ。
　水谷青少年問題研究所では、5 回線の電話、メール相談を
受け付けていて、緊急な対処が必要な相談者には各関連（警
察、医療等）との連携で対応している。子ども達に「生きて
欲しい」というメッセージを伝え続けている。

【先生の懸念、恐れ】
　夜の世界が昼の世界に入って来ている。子どもから生きる
力を奪うもの、子ども達を否定する言葉や態度が・・。
　産んでくれてありがとうと言われてこそ親。生徒達にあり
がとうと尊敬されてこそ、はじめて先生と言える。褒めた数
より叱った数が多いのでは子ども達は生きる力が付かない。
攻撃的な事が、昼の世界にも増えていると危惧している。

【いじめのスパイラルについて】
　いじめの原因はバブルが崩壊し、真面目に勤めたら、家が
建てられた時代は終わり、終身雇用も崩壊した。会社での、
イライラが、家庭に持ち込まれ、父から母、母から子へぶつ
けられる。90% 否定される子は、非行、ひきこもり、リスト
カット、薬物乱用につながっていく。

【肯定することの大切さについて】
　ダメな人、ダメな子、だめだ、だめだと否定され続けたら
自律神経失調症やうつ病になる。今の親は 10 叱って、1 も
褒めない。子どもは 10 褒めて、1 叱る。10 褒める中で人間
関係をつくり、その中で 1 つ直す。汚い言葉は人を汚す。目
の輝きが見たければ、1 日 10 個は褒めてやってください。

【心の健全育成のために】
　生きる力は、目で見ることができる。相手の目を見て握手
する。挨拶をする。いじめっ子は、相手の目を見ることがで
きない。握手の力が弱い。健全な心のために心の栄養の与え
方を考える。
　1020 万人の若年労働者が、身体は疲れていないが心が病
んでいる。これを 1 年でゼロにする方法。
　夜 9 時から朝 6 時まで、電源を落とす事で解決する。真夜
中、LINE や SNS 等での書き込みは過激になる。だから喧
嘩になったり、いじめが増幅される。夜の通信機器使用禁止
でいじめが激減する。
　不登校をなくし成績 UP する方法。校庭を周って帰る。1
年生・校庭 20 周。2 年生・校庭 40 周。3 年生・校庭 60 周。
　北海道のある学校でやってみたら、不登校がいなくなり、
偏差値も UP した。身体と心は連動する。

【亜衣さんについて】
　その少女は親の心無いちょっとしたひとことで非行に走り、
中２で暴行され、体を売らされ、その中で HIV に感染し発
症した。一旦は家族の元に戻ったが、再びの家出・感染・壮
絶な闘病の果てに亡くなってしまった。亜衣さんとの約束は、
講演で亜衣さんについて話すこと。「自分のようにならない
で・・」亜衣さんの話を聞き、夜の世界から昼の世界に戻る
子がいたら、また、夜の世界へ行こうとするのを引き止めら
れた子がひとりでもいたら、亜依さんが生まれたこと、苦し
んで生きて死んでいったことに大きな意味がある。
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会長挨拶   平成28年度東京都公立高等学校PTA連合会 会長 池本義信

平成２８年度スローガン
『子どもの未来のために、家庭と社会のハーモニー』

　このたび、平成２８年度都高 P 連の会長に就任しました池本です。
　私は、都立豊島高校の現役保護者として PTA 活動に関わりながら、同時に都高 P 連の副
会長も３年間務めてまいりました。その間、連合会の運営方法、都教委との接し方、地区活動、
委員会活動、全都会長会の運営、東京地区大会、事務局対応などの３６０度の角度から見て

まいりました。都高 P 連には、多くの課題があることも重々認識しています。
　全国高 P 連からは、オリンピック開催地である日本の首都東京の都高 P 連に期待されていることも多々感じています。
　今年度のテーマとして、
   ・「加盟していて良かった」と感じることができる仕組み作り
   ・未加盟校の加入促進をするめに新しい委員会の発足
   ・校長協会との強いパイプ作り
などを柱に、会員の皆さまと一緒になって、学校 PTA を中心として、各地区 P 連の活動の充実化を目指し、魅力ある都高 P
連を築いていきたいと思います。
　どうか、お力添えをいただけますよう、心からお願い申し上げます。

東京都公立高等学校PTA連合会　平成28年度定期総会報告

広報誌コンクールに参加して
東京都立八王子東高等学校　ＰＴＡ会長　桑原淳一

第 38回 PTA 広報誌コンクール入賞校
賞　名	 地区名	 学校名	 広報誌名称
教育委員会賞	 西部南	 農　業	 いなほ
教育委員会賞	 西部北	 国分寺	 国分寺
教育委員会賞	 中部南	 ※豊多摩	 豊多摩
校長協会賞	 西部北	 武蔵野北	 はなみずき
校長協会賞	 西部南	 立川	 立高 PTA 会報
校長協会賞	 中部南	 ※国際	 都立国際
高校生新聞	 西部南	 八王子東	 志邏伽之（しらかし）
高校生新聞	 中部南	 ※杉並総合	 SAKURA1
高校生新聞	 西部南	 ※日野台	 ひのだい
会長賞	 中部北	 飛鳥	 飛鳥
	 	 ※印は未加盟校です。

　平成 28 年 6 月 4 日（土）国立オリンピック記念青少年総
合センターに於いて、東京都公立高等学校 PTA 連合会定期
総会が開催されました。
　定足数 80 校に対して、出席数 62 校（委任状 9 校を含む）・
欠席校 18 校で、総会は成立いたしました。
　議長の正井達也氏と鈴木弘恵氏の進行で、活発な質疑が行
われ、平成 28 年度東京地区大会予算案を除き、他すべての
議案を可決いたしました。但し事前により多くの情報を出せ
れば、よりスムーズな議案検討ができたのではないかとの反

省はあり、今後に生かしていきたいところです。
　この日は来賓として、東京都教育庁地域教育支援部主任指
導主事・南和夫氏、東京都公立高等学校校長協会都高 P 連
相談役・天沼照夫氏、東京都立学校経営企画室長協会都高
P 連相談役・澤田悟氏、高校生新聞社編集長・西健太郎氏の
列席を賜りました。
　尚、平成 28 年度東京地区大会予算案については、この後
運営委員会に戻され、審議・修正したのちに可決されました。
可決された予算報告は加盟校すべてに配布されます。

　定期総会に先立ち、井澤綾野氏（株式会社ハン
ナ代表・元狛江高校ＰＴＡ会長）による講演を皮
切りに、第 38 回広報誌コンクールが開催されまし
た。
　八王子東は 10 数年連続で入賞しているのです
が、今回コンクールに参加して入賞した各校の広
報誌の内容を見ささせていただくと、「見た目のカッ
コよさ、読みたくなるような深堀りした内容、プロ
が編集したようなレイアウト」となっているのです。
　ここで少し考えてしまいました。それは「八王子
東らしい広報誌って何だろう？」ということです。
　誰に配布するのか？ 何を伝えたいのか？ 配布
する方々が読みたい役に立つ内容になっているの
か？ ワンパターン化していないか？ 考えればもっ
と沢山ありそうです。
　広報誌コンクールに参加させていただいとことを
良い機会として、八王子東広報誌の存在意義を考
え直し、八王子東らしい広報誌を制作して今後も
連続入賞を目指していきたいと思います。
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▶調査広報委員会（委員長　山岸康世）
　調査広報委員会では、今年度も年３回
の会報誌の発行をしてまいります。
　昨年度の大幅な誌面改変を引継ぎ、よ
り多くの方が東京都公立高等学校 PTA
連合会の活動を知り、興味を持って講読
してくださるようレイアウト等を検討して
まいります。また、各委員会・各地区での活動をわかりやす
く紹介していきたいと考えております。そして、委員会企画
として、学校 PTA 活動の中でよくある身近な悩みや相談等
のページも新設し「都高 P 連」の良さをアピールしていきます。

▶学校教育委員会（委員長　松本成仁）
　学校教育委員会は、高校生を取り巻く
教育環境をハード・ソフトの両面で改善す
る活動を実施しています。具体的には、ア
ンケート等の調査結果に基づき、特別教
室の空調設置やカウンセラーの増員等を
都議会や教育庁委員会に要望しています。

▶第２９回東京地区大会実行委員会（委員長　榊原正人）
　東京地区大会実行委員会は、東京地区
大会を都高 P 連のもっとも大切な行事と
位置づけ、どのようにしたら皆さんに有意
義な大会に出来るか、また都高 P 連に加
盟する事の大切さをご理解頂くため、１年
を掛けて様々な企画をしていきます。
　来年は平成２９年７月２日の日曜日、国立オリンピック記
念青少年総合センターカルチャー棟大ホールで行う事が決

まっております。
　この日を予定表に書き込んで頂き、是非ご参加くださいま
すようお願いいたします。

▶災害対策委員会（委員長　齋木多恵子）
　今年の災害対策委員会は、①東北被災
地支援ツアー実施②東北被災地へ向けての

「私たちは忘れない」メッセージ送付③東
京の防災・減災対策についての取り組み
を行っていきます。
　「私たちは忘れない」5 年前に起きた東
日本大震災で学んだ自然災害の怖さや備えることの大事さ、
そして人々の絆の暖かさ。東北被災地支援と東京の防災・減
災について、災害対策委員会から発信していきます。

▶子どもの貧困対策委員会（委員長　田中茂太）
　子どもの貧困対策委員会は、今年で３
年目になります。全高Ｐ連も今年から子ど
もの貧困問題に対する活動を行っていま
す。
　今年は講演会や支援団体の見学などの
勉強会に加え、制服リサイクルマニュアル
を作り、各高校への配布を行います。
　都議会や都教委に対して、子どもたちが安心して学習し出
来るよう暮らせるように要請していきます。
　都高 P 連から子どもの貧困の情報を加盟校に対してはもち
ろんのこと、全国の P 連に対しても伝えていきたいと思いま
す。

（左）原田仁前会長（右）榊原正人
前副会長。お疲れ様でした。

退任会長と退任副会長

平成28年度　各委員会紹介

平成 28 年度 副会長 一言コメント！
長谷川です。

西部南地区から選出され2年目になります。
学校教育を中心に活動させて頂いています。PTA活動は、
各校、各地区活動が基本との思いで、一緒に活性化できれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。

東部北
地区より選出の副会長高田教子で

す。今年度も主婦(夫)に仕事に子育てにと頑
張っているPTAの皆さんと一緒に、子ど

も達の為に頑張ります。

中部南
地区の担当副会長の砂金です。

東京地区大会実行委員会の担当にもなりま
す。各学校PTA、各地区が活性できるよう徐々
に改善して行きたいと思います。
皆様の知恵をお貸しください。よろし

くお願いいたします。

中部北地
区選出の副会長、木村です。調査広報

委員会の担当です。皆さんが共に楽しんでPTA
活動ができるようにサポートさせて頂きますの

で、よろしくお願い致します。

こ
ん
に
ち
は
。西
部
北

地
区
選
出
副
会
長
芦
沢
貴
美
枝

で
す
。今
年
は
よ
り
一
層
、皆
と
理
解

を
深
め
、心
か
ら
協
力
し
あ
い
、連
携

を
進
め
る
１
年
に
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。そ
こ
か
ら
変
化
が
始
ま
る
と

思
う
の
で
。
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【１日目・７月３０日（土）】
　朝７時半に新宿西口集合。いざ車中へ。

　『ならはＰＡ』で休憩後、南相馬市出身で今回のコーディネー
ター馬場氏の案内と説明を受けながら、バスは常磐富岡ＩＣ
を出る。国道６号の自動車のみ通行可の道路を北上し、現在
も居住できない双葉郡の町並みを車窓から見学。一般住宅地
や店舗等に立ち入れないようにバリケードが設置されている
風景を眺めていると、自然に目が潤んでくる。

　住まいはもちろん、自家用車も失い、そして墓地（遺骨）
さえ動かすことができないと聞く。除染土壌を大きな黒い袋
に入れ、山積み保管している仮置き場を何カ所も通り過ぎ、
所々にあるリアルタイム線量計を見る。
　バスは南相馬市へ進み、人々や車の往来という普段当たり
前に感じている町の様子である。しかし、居住人口は、震災
前の１０分の１に過ぎないという。除染作業をする人たちの

宿泊施設やそのための車が非常に多いのも印象的だ。
　道の駅「南相馬」に到着。遅い昼食となるが、かわいいお
出迎えを受け心が和む。

　消防・防災センターでは、福島県高等学校ＰＴＡ連合会の
田中会長と高橋事務局長も合流。津波の高さを表示したポー
ルに驚きながら、全国から寄せられたメッセージにも心打た
れる。
　その後、海岸に足を伸ばし、東北電力原町火力発電所を左
手に見ながら、しばらく波と戯れる。緊張感が多少ほぐれ、
生徒たちのみならず、大人たちも自然の雄大さを満喫する。
　この波があの日に大きく姿を変え、人や家や田畑を奪った
…。テレビ等で目にしていたがれきの山はきれいに撤去され、
今は緑豊かな草原となっており、そこに生活していた多くの
人たちのことを思い起こす術（すべ）もないくらい静まりか
えっている。

　１７時半、宿泊地「農家民宿いちばん星」に到着。庭先でバー
ベキューを楽しむ。「僕焼く人」「私食べる人」…生徒たちの
個性も垣間見られ、地元産の野菜類に舌鼓を打つ。
　また、民宿「いちばん星」の星氏知人の Noby さんによる
トランペットの音色が、星空の下、心に染み渡る。
　星氏から、震災直後から今までの体験を伺う。市職員とし
て確定申告の対応中だったその日から、約１年避難所の担当
となり、避難所閉設に伴い、元の業務に近く戻るように言わ
れるも避難所生活担当を望むが叶わないと知ると、市役所を
退職し、民宿を始められたとのこと。そしてプロジェクトも
立ち上げ、被災地から地域の再生、新たな活力創造のために
活動されている。被災者と支援者の枠を超えた縁を大事にし

第8次「高校生東北被災地視察ツアー」を終えて
参加者 32 名　　生徒 15 名　　保護者 4 名　　引率者 13 名（都高Ｐ連役員、災害対策委員会委員）
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一言感想（高校生より）
●被災地に来て、20km圏で原発の音が聞こえるということにびっくりした。
●消防・防災センターの見学や街並みをバスの中から見学して、どれ位の高さの津波が来たか、そこが今どうなってい
るのか、実際に自分の眼でみることが大切だと分かった。
●大変な状況の中でも、立ち上って協力し合い、前に進んでいる人がいる事を知った。また現地の高校生から「辛い
ことは沢山あったけれど、同じ避難所に入ったというだけで仲良くなって、お互い支え合って乗り越えようとしてきた」
と聞き、こういう時こそ人との繋がりはとても重要なものになるのだと感じた。

一言感想（保護者より）
● 8次にして初めての参加。普段見られないものを見ることが出来た。小高工業高校校長の「福島を忘れないで」と
いう言葉は重要なキーワードだと感じている。
●現地に来て、話すこともボランティア。体験や聞いたことを周りに伝えることもボランティア。今回のことを無駄にし
てはいけない。東京の防災を考えよう。

たいと願っている。アルパカや屋久鹿は震災後につながった
縁の象徴のひとつという。
　夜は更け、大人たちは他の宿泊先へ移動。外灯も少なくあ
たりは真っ暗。静まりかえった道を進み、農家民宿の灯りに
ホッとしつつ疲れがどっと出てくる。汗を流した後は、それ
ぞれの民宿の方たちとの語り合いに時間を忘れる。

【２日目・７月３１日（日）】
　今日も好天、気持ちのいい朝を迎える。昨夜は何もないと
思われた民宿のまわりに民家や畑が広がっているのを見届け
る。
　「いちばん星」に泊まった生徒たちは、早起きして野馬追の
馬を見に出かけた。美味しい朝食をそれぞれの宿泊先でいた
だいてから「いちばん星」に集合。
　２日目午前中は、『小高工業高校』『小高商業高校』の生徒
たちとの交流会。プレハブの仮校舎見学後、高校生グループ
と大人に分かれる。高校生グループでは、工業高校・商業高
校の学科等の説明を受けた後は、部活動やマイブームの話、
そしてこの５年間の辛かったことをどのように乗り越えてきた
かを聞くことができた。

　保護者たちは、小高工業高校ＰＴＡ本部役員の皆さんと先
生方、そして福島県高等学校ＰＴＡ連合会会長や前会長との
懇談。小５からずっとプレハブ校舎が学び舎になっている生
徒たちのことを聞く。
　昨年度、都立高校生たちから寄せられた「しおり」が昇降
口に掲示されており、何らかの気持ちが伝わった感じが嬉し
い。お土産に「コマ」や「大根のかりんとう」を用意してい
ただいた。

　最後に被災したまま残されていた小高工業高校を見学。校
舎も体育館もその当時のまま、廊下に張り出されていたポス
ターの日付は震災の年のものであった。また、自転車置き場
に残された埃を被ったままの自転車を目のあたりにして、被
災の凄さを改めて感じた。
　来年４月には２校は統合され、小高産業技術高等学校とし
て、元小高工業高校校舎を増改築して新しく歩みを始める。
小高工業・小高商業両校の発展をお祈りする。
　いよいよ帰路。『セデッテかしま』で腹ごしらえとおみやげ
購入。（「セデッテ」とは地元の方言で「連れて行って」の意味）
　改めて被災地に足を運ぶことの大切さを学んだ。見て聴く
こと、被災地の方と触れ合うこと。本当に貴重な時間を共有
できた視察ツアーであった。



◇地区の集まりは、私にとっては大変為になるものでしたが、
欲を言えば、行事の相談・報告会ではなく、今後は各学校
の悩み相談会のような会になればいいなと思います。

◇何でこんなに学校で差（いろいろな意味で）があるのだろう。
　地区、都高 P連がありながら、統一化、標準化がなぜでき
ないんだろう。

　勿論、グレーゾーンはあるとは思いますが、幅がありすぎ。

◇誰にも言えないこのモヤモヤを本当に打ち明けてもいいのか
迷いました。

　私の胸の内を聞いて下さい……
　☆☆高校では会長の引き継ぎが何もないのです。
　ノートやファイル何もないのです……
　分からない事があったらメールで聞いてと言われました。
　会長としての心得やスタンスが分からないまま、これでいいの
か良くないのか、自己流で会長を名乗っている自分が不安で
す…

　こんな気持ちと、歴代の会長の様に立派には出来ないから同

じ一年を過ごすなら会長会で友達を沢山作って楽しくやろう
という気持ちとが入り乱れていて……
　今の自分のまま参加しても意味があるのか不安です。

◇総会までの２ヶ月ほどの訳が分からないうちに会長の仕事が
始まり、引継ぎの際の内容が頭に入っていなくて、一年間の
活動も把握出来ないまま、経験者の主導に付いていく感じで
した。
　会長としてこれで良いのかな？と。

都高Ｐ連会報誌は愛称を募集し『とこっぴ』に決ま
りました。併せてロゴのデザインを募集しましたが、
応募数が少なく採用基準に満たなかったので、次号
に見送らせて頂きます。今回応募して頂いた方々、
大変申し訳有りませんでした。（調査広報委員会）

「どんな活動をしているの？」と聞かれたときに、「これを見て！」
と即座に手渡していただけるような、みなさまの日頃のボランティア活動と、
そこに在る熱い想いが伝わるような誌面をめざして、ここに第81号をお届け
します。是非手から手へ、会員の皆さまのみならず、PTA活動への理解の一
助としていただければ幸いです。【調査広報委員会：岡本　剛、齋藤昌夫】

１年目会長の悩み
言葉に出せば少しは楽になるかも……
いきなり会長になった人も多いのではないですか？
「会長やります。」なんて、責任感と勇気のある人がつい言っ
てしまうんです。責任感が有れば有るほど、言えない悩み
も出てきますよね。そんな会長の心の声を聞かせてもらう事
で、これからの都高P連を考える材料に出来たらと思います。

あ、自分も同じだ…と思って少しでも共感出来れば、少しだけ肩の力が抜けませんか？
何か言いたい事がある会長さん！
何でも良いから打ち明けてみてみませんか？

お
詫
び

編集後記


