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第68回 全国高等学校
PTA連合会大会 佐賀大会
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平成29年8月24日・25日、朝からものすごく晴れ渡った
静岡県小笠山総合運動公園。メイン会場エコパアリー
ナへの道のりは、ひたすら暑かった。
山の中腹にあるそのすばらしい建物は、朝日を浴びて
キラキラと輝いていた。
地方の会場に行くと毎回思うのは、何故こんな所に、こ
んなすごい建物が……。
全国から１万人近いPTA会員が集まり、メイン会場、分
科会会場と合わせて７つの会場を切り盛りする高P連
はさぞや大変であろうと思う所しきりである。
静岡大会も、メイン会場から移る分科会会場、浜松の
アクトシティと清水文化会館は90キロ近く離れている。
メイン会場からの移動、運営側の連携……。
分科会と言えど、1000人規模のホールを確保するのは
大変で、それを全てPTAのボランティアでやっている事
は素晴らしい事。PTAに携わっているものならば、何も
文句は言えないと思う。
昨年の千葉大会のように幕張メッセがある訳でもない
地方開催の準備の大変さは、やった者だけにしか解ら
ないものだろう。それがあの閉会式の嗚咽の、涙の

根っこなんだろうな。
ある分科会会場のスタッフに声を掛けてみたら、１つ
の高校から80人のPTAを動員して会場運営していた。
そんなこと東京で出来るのかな？
　分科会から帰ってきた都P連の仲間たちは、「疲れた
～」「遠かった～」と言いながらも懇親会では盛り上が
り、楽しんでいたのが本当に嬉しい。
どんなに大変な事があっても、心を一つにして、これか
らまた頑張ろうと言う気持ちにさせてくれる、そんな機
会の一つである全国大会。もちろん課題もまだまだあ
る。とくに分科会のクオリティーは、みんなで引き上げ
て行かなければ成らない事として考えて行きたい！と、
思うようになった。
意味の無い物に価値を与えるのが「芸術」
だとすれば、何も代償のないPTA活動に価値を与える
のが、人とのつながり。「人とのつながり」は芸術に等し
く、苦しく辛く、でも美しく、素晴らしい。
人との「心の根っこ」の繋がりが、こんなおじさんおばさ
んになってしまった私達でも、まだ少しだけ成長させて
もらえる貴重な場なのだと、しばし思う。

静岡県小笠山総合運動公園エコパ袋井会場 ： エコパアリーナ（メイン会場）
平成29年8月24日(木)・25日(金)  平成29年8月24日(木)・25日(金)  

平成30年8月20日(月)・21日(火)  平成30年8月20日(月)・21日(火)  

開催地：佐賀県佐賀市、唐津市、鳥栖市、嬉野市開催地：佐賀県佐賀市、唐津市、鳥栖市、嬉野市
メインテーマ：「広めよう 高めよう 慈しむ心」メインテーマ：「広めよう 高めよう 慈しむ心」

大会テーマ大会テーマ
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① 大会終了後、杉浦実行委員長からスタッフに向けてねぎらいのご挨拶① 大会終了後、杉浦実行委員長からスタッフに向けてねぎらいのご挨拶

② 駅前にも沢山のスタッフの方々の姿がありました② 駅前にも沢山のスタッフの方々の姿がありました ③ アリーナ前でも多くのスタッフの方々がいらっしゃいました③ アリーナ前でも多くのスタッフの方々がいらっしゃいました

④ 全国高Ｐ連研究発表の受付では会長みずからお手伝い④ 全国高Ｐ連研究発表の受付では会長みずからお手伝い

⑥ 来場者すべてのお弁当の準備と配布⑥ 来場者すべてのお弁当の準備と配布

優良PTA文部科学大臣表彰優良PTA文部科学大臣表彰
大城会長大城会長 石田会長石田会長 横溝会長横溝会長

平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 
平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 

平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 
平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 

板橋高等学校PTA板橋高等学校PTA 小平西高等学校PTA小平西高等学校PTA 農業高等学校PTA農業高等学校PTA

⑦ どこでも笑顔あふれる静岡県PTAの皆さん⑦ どこでも笑顔あふれる静岡県PTAの皆さん

⑧ 平成30年 佐賀大会のPR⑧ 平成30年 佐賀大会のPR ⑨ 会場出口での佐賀県高等学校PTA連合会の皆さん⑨ 会場出口での佐賀県高等学校PTA連合会の皆さん

⑤ 全国の高校から選抜された会報誌が
　 見れるのも全国大会の特徴
⑤ 全国の高校から選抜された会報誌が
　 見れるのも全国大会の特徴

詳しくはこちら

「全国大会」を考えてみる

写真で見る静岡大会

調査広報委員会 副委員長 本城 菊乃（西部南地区）

写真：調査広報委員会 本城、田中、都高P連会長 池本

静岡大会分科会等の概要は9月に発行した速報にてお届けしました。今号では分科会以外の静岡県PTAの方々の
活躍や様々な視点からの写真をご覧下さい。今号の表紙もすべて全国大会の時の写真です。
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西部北地区西部北地区 地区長：青木 健司  武蔵村山高校地区長：青木 健司  武蔵村山高校

①｢平成29年度西部北地区定期総会｣
平成29年6月3日 東村山サンパルネ
役員選出についての会則変更の審議などが行なわれたり､多
摩高校､東大和高校､秋留台高校の校長先生をお招きしご挨
拶を頂きました。
また､総会後に教育懇親会も行われ､各学校との親睦を図り､
情報交換も出来ました。
②第1回西部北地区会長会　平成29年7月4日
③｢東村山高校 創立50周年｣ 平成29年10月2日
④｢スポーツ交流事業 ソフトボール大会｣
平成29年10月9日(祝) 昭島市くじら運動公園グラウンド
地区加盟､非加盟に関わらず各学校が｢スポーツ交流｣を通じ
て一日を楽しく過ごすイベント。
優勝は福生､準優勝は青梅総合､3位は昭和でした。
スポーツ事業によって加盟校が増えることを期待したいところです。

⑤第2回西部北地区会長会・情報交換会　平成29年10月28日
東村山サンパルネ
⑥｢拝島高校 創立40周年｣  平成29年11月17日

中部南地区中部南地区 地区長：鈴木 弘恵 目黒高校地区長：鈴木 弘恵 目黒高校

中部南地区は東京都の中で、一番公立高校が多い地区です。
しかし、都P連の加盟校は年々減少し、今は５校です。
しかしながら、地区活動はとても活発に行っています。そして、
合理的な活動の手段として始めたwebクラウド(サイボウズ)
を使った連絡や情報交換、地区会の日程調整。近頃はグルー
プLINEも地区会やイベント前の意見交換の場としてもフルに
活用しています。
現役役員の参加も、会長だけでなく副会長、書記、会計の方々
も率先して地区の活動にご参加いただいています。
勿論、OBOGの方々も気持ちよく、楽しくご参加いただいてい
るおかげで、少数ながらも「明るく、楽しく、気持ちよく！！」。毎
回、笑いの絶えない地区会、懇親会が行えてます。
何より、少数だからこその、参加者全員が同じ位置での「意見
のキャッチボール」も中部南地区ならではの活動スタンスだ
と思います。

そして、恒例になってきた「中部南地区　生徒発表会」も、今
年度は地区内の児童センター(写真二列目右三人目、四人目
のお二人)のご協力をいただき、未加盟校と他地区校も参加
して頂ける運びとなりました。
このように、地区会参加者のみんなが何事にも力を合わせて、
前向きに取り組んで行く。それが中部南の醍醐味です。
「出来ることを出来るときに！」「分からないことはみんなで解
決しよう！」。
こんなアットホームで誰でもwelcome！
これからもこのスタイルで「楽しめる、中部南地区！」を目指し
て行きます。

西部南地区西部南地区
西部南地区は、南多摩地域18校が加盟しています。1年目や2年
目の単位PTA会長、経験豊富なOBOGで構成されています。
情報交換の場として奇数月に会長会、偶数月に役員会を中心とし
た地区活動、8月の東部北地区、12月の西部北地区合同情報交換
会、10月・2月の多摩地区スポーツ交流大会参加など他地区との
活動と、情報や悩みを共有しまじめに楽しく活動しています。
西部南のメンバーは本当に仲良しです。これまで先輩方が築きあ
げた西部南の雰囲気、チームワークの良さを引き継ぎたく、今年
度は単位PTA会長以外の役員の方にも積極的に参加していただ
いてます。 
活動を通して、他校の活動の様子や同じ悩みや思いを話したり、
聞いたり…そして色々な方々との出会いがあり。喜怒哀楽をみん
なで共有出来る場だと思います。子ども達が創ってくれたご縁。こ
のご縁に感謝しながら、これからも大事に活動していきます！

地区長：中村 幸子  富士森高校地区長：中村 幸子  富士森高校 東部北地区東部北地区
東部北地区は「楽しくなければＰＴＡじゃない！」をモットーとして、東京下
町らしく義理と人情と笑いに満ち溢れた活動をしています。
年間行事としては、今年も「あだちけいおんフェスタ ライオンズカップ」（6
月4日、東京足立ライオンズクラブ主催、足立区教育委員会他共催、東京都
教育委員会・都高P連東部北地区他後援）に審査員と運営スタッフとして参
加。地区内の高校生たちのバンド活動を大いに盛り上げました。
8月5日には、恒例となりつつある高尾山での西部南地区との情報交換会を
開催。やはり仲の良い方々が揃った西部南地区の皆様と楽しく有意義な情
報交換を行いました。
9月・10月の文化祭シーズンには、地区内のいくつかの学校にて災害被災
地支援の物品販売を行い、今年も好評のうちに完売しました。
この後12月には各校の会長のみならず副会長・会計・広報委員などの方々
にも参加していただく情報交換会や、各校PTA役員の慰労を兼ねた懇親会
を開催し、PTA活動を益々楽しくやりがいものにしていきたいと思っていま
す。こんな東部北地区ですが、どうぞよろしくお願いいたします！

地区長：丸山 悦男 足立高校地区長：丸山 悦男 足立高校

中部北地区中部北地区
【活動報告】
・新旧代表者会　4月19日
・総会・歓送迎会　6月2日
・東京地区大会 7月2日　オリセン
・第1回代表者会 7月5日 19:30  練馬ココネリ
・全国大会静岡大会 8月23日～25日
・第2回代表者会 9月12日 19:30 練馬ココネリ
・文化祭訪問 9月～11月
・中部南地区生徒発表会11月19日 武蔵丘高校参加

【今後の活動】
・西部北南地区合同情報交換会参加12月2日

・中部学校訪問支援センター訪問
・第3回代表者会 12月5日 19:30 練馬ココネリ
・賀詞交歓会1月19日 19:30 サンシャインクルーズ
・第4回代表者会 2月6日
・第5回代表者会 3月20日
・新旧代表者会 4月17日
・情報交換会 4月20日
・総会・歓送迎会 6月1日

地区長：大城のり子  板橋高校地区長：大城のり子  板橋高校

西部南東部北地区合同情報交換会にて
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東京都高校ＰＴＡリーダー研修会東京都高校ＰＴＡリーダー研修会
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　第2回全都会長会を終えたあと、今回で3回目の開催になりま
した全都情報交換会を開催しました。80余名の方々を学校や地
区ごとで塊にならないように直前アンケートを行いその結果を4
グループのテーブルに分けて開始となりました。
　高校PTAという共通の話題で各テーブルすぐに打ち解けて
PTAや学校教育に関する様々な情報交換の会話に花がさいて
いました。こういった会に初めて参加される方PTA役員の方も
「初めてで緊張したけど食べ物を食べながらだったので緊張も

ほぐれた中で交流できた」「福島ツアーや全国大会などの外部
活動で一緒だった方々と再会出来て良かった」「西の奥の方の
学校なので東の方の学校の方々に知り合えてとても良かった」
など盛況と手応えを伺える多くの声をいただいた全都でコミュ
ニケーションをはかれる有意義な時間でした。すべて掲載とは
いきませんが参加の方々の写真を最大限掲載していますので、
この日の雰囲気を笑顔あふれる皆さんの写真で感じてください！

「子供と社会をつなぐ学校教育、保護者の役割」  講師：成田 秀夫氏
現代社会が必要とする人材を育てるのに必要な事。子どもを育てる親
にとっての究極の課題にズバッと刺さる講演会でした。
現代人に必要とされる能力は、その人の専門に関わらず、汎用的な能力、
態度、志向、これをジェネリックスキルと言います。
ジェネリックスキルには
A   リテラシー［問題解決能力］
B   コンピテンシー［経験を積む事で得たもの］
が有り、この二つを上手に育てて行く事が、これからの教育の根幹。
これらを育てるには…
① 大学では遅い
② 少し無理かな？と思うような大きな経験をさせる
③ 学習のプロセスを可視化する（隣の人と話す、書く、人前で発表する）
高校教育でのアクティヴラーニング（AL）の必要性、そしてALT（teacher）
を育てる事の大切さを教えられました。
特に①については幼少期からの保護者の接し方、付かず、離れず、寄り
添い、見守りが重要。

これはPTAの基本だと、参加者の多くが感じたで事でしょう。
講演会の参加者もただ聴くだけでなく、10年後に無くなると思う職業を
考えたり、自らの思いを隣の人と意見交換したり…、まさにアクティブラ
ーニングを体験出来たのは、大きな経験値になったと思います。
もっと詳しく知りたい方は  manabilab.jp  へアクセスしてみて下さい。

平成29年10月14日(土)
国立オリンピック記念青少年総合センター

平成29年10月14日(土)
国立オリンピック記念青少年総合センター

平成29年11月25日(土)
国立オリンピック記念青少年総合センター

平成29年11月25日(土)
国立オリンピック記念青少年総合センター

富士森高校富士森高校
中村中村会長会長

山崎高校山崎高校
芳川芳川会長会長 永山高校永山高校

戸来戸来相談役相談役
野津田高校野津田高校
薄井薄井会長会長

武蔵野北高校OB武蔵野北高校OB
松村松村評議員評議員

青井高校青井高校
栖川栖川副会長副会長

国分寺高校国分寺高校
佐藤佐藤副会長副会長

青井高校青井高校
新井新井副会長副会長

青井高校青井高校
上村上村副会長副会長 小川高校OB小川高校OB

福山福山評議員評議員

富士森高校OB富士森高校OB
藤原藤原理事理事

杉並高校OB杉並高校OB
岸岸評議員評議員

町田工業高校町田工業高校
菊地菊地会長会長

小平西高校小平西高校
石田石田会長会長 久留米西高校久留米西高校

渡部渡部会長会長 田無高校田無高校
林林会長会長

農芸高校農芸高校
吉田吉田副会長副会長

田無高校田無高校
野口野口書記書記

小金井北高校小金井北高校
青木青木会長会長

都高 P連 （大山高校OB）都高 P連 （大山高校OB）
木村木村副会長副会長

都高 P連都高 P連
天沼天沼相談役相談役

竹台高校竹台高校
清水清水会長会長

向丘高校向丘高校
松浦松浦会長会長

竹台高校竹台高校
大久保大久保副会長副会長

足立高校足立高校
丸山丸山会長会長

江北高校江北高校
高橋高橋会長会長

都高 P連 （向丘高校OB）都高 P連 （向丘高校OB）
高田高田副会長副会長

片倉高校片倉高校
笹田笹田推薦委員長推薦委員長

片倉高校片倉高校
東東 副会長副会長

目黒高校目黒高校
鈴木鈴木会長会長

片倉高校片倉高校
三枝三枝会長会長

国立高校国立高校
開沼開沼副会長副会長

立川高校立川高校
佐々木佐々木会長会長

都高 P連 （富士高校OB）都高 P連 （富士高校OB）
砂金砂金副会長副会長

足立工業高校足立工業高校
岡本岡本会長会長

石神井高校石神井高校
宍倉宍倉会長会長 井草高校井草高校

伊藤伊藤会長会長
井草高校井草高校
倉橋倉橋副会長副会長

大山高校大山高校
古川古川副会長副会長

飛鳥高校飛鳥高校
越石越石会長会長

富士森高校富士森高校
飯田飯田副会長副会長

小平南高校小平南高校
上村上村会長会長

北園高校北園高校
本間本間顧問顧問

大山高校大山高校
坂井坂井会長会長

野津田高校野津田高校
青木青木副会長副会長 府中高校府中高校

安藤安藤会長会長 武蔵村山高校武蔵村山高校
青木青木会長会長

多摩工業高校OB多摩工業高校OB
田中田中理事理事

インターカレッジコープインターカレッジコープ
田留見田留見さんさん

東村山高校東村山高校
金谷金谷副会長副会長

調布北高校調布北高校
大島大島会長会長

工芸高校工芸高校
征矢征矢副会長副会長

神代高校神代高校
須藤須藤会長会長

工芸高校工芸高校
宮﨑宮﨑会長会長

足立工業高校足立工業高校
久保久保副会長副会長

松が谷高校松が谷高校
大久保 会長大久保 会長

東村山西高校 東村山西高校 
村田 書記村田 書記

国立高校国立高校
児玉 会長児玉 会長

杉並高校杉並高校
岩間 会長岩間 会長

小金井北高校小金井北高校
筑田 副会長筑田 副会長

飛鳥高校飛鳥高校
阿部 監査阿部 監査

国分寺高校国分寺高校
加藤加藤会長会長

青井高校青井高校
染谷染谷副会長副会長

青井高校青井高校
寺嶋寺嶋副会長副会長

豊島高校豊島高校
鍬守鍬守会長会長

久留米西高校OB久留米西高校OB
松井松井理事理事

0606

平成30年度  東京地区大会の概要が決定しました。

多くの皆さまの来場をお待ちしております。
30東京地区大会実行委員会 委員長 松井真由美

メインテーマ : 【広めよう  高めよう  慈しむ心】
サブテーマ  :  ～あなたの未来  希望の明日へ～

日にち ： 2018年6月24日(日)  
会   場 ： 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

   ～ 荻原健司氏による基調講演～

　学校教育委員会では、平成２９年度の学校教育環境アンケート
と保護者向けアンケートを、１２月から来年１月にかけて実施する
予定です。学校教育環境アンケートでは、ユースソーシャルワーカ
ー、特別教室への空調設備等について、また、保護者向けアンケー
トでは、放課後学習、インターネットを利用した学習、教育費用等に
ついて聞く予定です。
　そして、アンケート結果に基づいて、課題を分析、討議した上で、
都議会や東京都の教育委員会に働きかけを行ってゆくつもりです。
　教育環境の整備向上や教育費用の負担軽減に向けた提言を行
うためにも、より多くの方がアンケートに答えていただくよう願って
やみません。    学校教育委員会委員長　金谷豊（田無ＯＢ）

奨学金の概要説明・講演・パネルディスカッション「いま私たちにできること」
荒井佑介氏　（ＮＰＯ法人ＰＩＥＣＥＳ副代表）

大学生のときにホームレス支援から始まり、5年前に子どもの貧困に関わり始めた。中学3年生の学習支援を皮切りに子どもの支援に
力を入れる。子ども達に勉強を教えていく中で、彼らの抱える複合的な課題を学習支援だけでは解決できないと感じて、東京都内で居
場所支援・家庭訪問・生活相談・進路支援・就労支援と子どものニーズにそって幅広く活動を広げる。出会った子どものニーズに応じて
、多様な大人の協力を募り、オーダーメイドの支援を展開している。

学校教育委員会よりお知らせ学校教育委員会よりお知らせ

子どもの貧困対策委員会よりお知らせ子どもの貧困対策委員会よりお知らせ

東京地区大会実行委員会よりお知らせ東京地区大会実行委員会よりお知らせ

平成29年度 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 特別研修会

子どもたちのために、いま私たちができること
～すべての子どもたちが健やかに育つ環境づくりのために～
日時　平成30年1月26日（金）　受付　18：30　開会　19：00
場所　国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟501室

内　容
講演者

河合塾・文化教育研究所開発研究職河合塾・文化教育研究所開発研究職

成田 秀夫氏成田 秀夫氏
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　都高 P連の皆様、お疲れ様です！
　私は、長男の山崎高校で 3 年、長女の
町田工業高校で 2 年、計 5 年間 PTA 活動
を行って参りました。振り返ってみます
と、私は平成 24 年の長男の新入生招集日
に急遽、私の小中学校の同級生でありま
した前会長から声を掛けられ、いきなり 1
年生から山崎高校の会長を務めさせてい
ただく運びとなりました。今まで PTA 活
動に 1 回も携わったことの無い私が、こ
うして PTA 活動のスタートを切ったわけ
ですが、いざ PTA 活動をやり始めるとだ
んだん楽しくなって来ました。それはひ
とえに、お給料をもらえるわけでもない
のに、一生懸命ボランティアで一緒に頑
張ってくれる PTA の仲間がいたからで
す。
　私は偶然にも保護者や教職員の方々に
も恵まれ、本当に色々とご相談をさせて
いただきながら、楽しく活動をすること
ができました。息子の入学した山崎高校
は、保護者・教職員ともに PTA に全員加
入しておりましたが、娘の入学した町田
工業高校は、なんと、教職員が 1 名も
PTA に加入されてなく大変ビックリいた
しました。これではいけないと、1 年掛け
て校長先生や副校長先生、経営企画室長
と相談をし、また、各教職員の方々にも

ご協力を呼び掛けて参りました。そして、
翌年の平成 28 年度には会則も改正し、全
ての教職員の方々が PTA に加入していた
だき、無事に PTA（児童・生徒のよりよ
い教育環境の醸成を目ざす保護者と教職
員 に よ っ て 構 成 さ れ る 教 育 団 体
Parent-Teacher Association）となること
ができた時には、本当に嬉しい限りでご
ざいました。
　それからの町田工業高校は、校長先生
も一生懸命に 39 メールという保護者向け
の一斉配信メールを月に数回送信してく
ださっており、短縮授業やテストの日程、
自然災害時の登校時間や学校行事、PTA
の日程を随時把握する事ができ、保護者
はお弁当が要る・要らないなど、本当に
助かっております。また、土日でも、部
活の顧問の先生が鍵を開けて会議室を
PTA に使用させてくださいますし、更に
は様々な PTA の会議体に教職員の方々も
率先して参加をしていただけるようにな
りました。私が言うのもなんですが、非
常に協力体制の取れた素晴らしい PTA に
なった気がいたします。
　こうして私は、1 年間で 95 日ほど PTA
活動に参加をさせていただきましたが、
とにかく、『楽しい PTA 活動』を目標と
して頑張って参りました。当然、家に帰っ

ても、「楽しかった～」と言って帰ります。
「つまらなかった～」と言って帰れば、「嫌
ならやめれば」と返事が返って来ること
は歴然としておりますし、自分で始めた
PTA活動なので、『心の中で』子どもたち
の為に最後までガンバローと決めており
ました。そうした中、娘が卒業式の日に、
「お父さん、いつも近くで見守っていてく
れてありがとう」とふいに話してくれま
した。この時、私は、『本当に PTA 活動
を精一杯やってきて良かったなぁ～』と、
つくづく実感したと同時に、涙がとまら
ず家の中で居場所に困ったことを今でも
忘れません。口には出さずとも、子ども
たちはみんな、親の背中を常に見ている
ことと思います。一人では PTA 活動はで
きません。様々な PTA の方々と親しくな
り、子どもたちの為に、一緒なって楽し
く PTA 活動を行っていただければ幸いと
存じます。

　わたしは都立工芸高校PTAでの活動を
計4年間つとめさせていただきました。
同時に地元地域でのPTA活動もおこなっ
ていますので地元保護者の方々との交流
も多いのですが、3年前のある日、小学校
の保護者会を終えた帰り道でひとりのお
母さん（以下、A子さん）より『中3の息
子の進路ことで悩んでいる』という趣旨
の相談を受けました。のちのち聞いたA子
さんの当時の状況を箇条書きすると

3人の子（高校3女子、中3男子、小4女子）を
1人で育てる40歳代シングル・マザー
家計は大変ひっ迫している様子
多忙のため教育に関しての知識が浅い
子どもにはやりたいことやって欲しいと切望
しているが、とにかく費用が心配
長女は奨学金を使った大学進学がほぼ決定
息子は勉強は出来ないが図工や技術が好き
学力は高い方ではない

息子の性格は引っ込み思案でおとなしいが真
面目でやさしい

この状況を聞いてわたしはすぐに「工業
高校」をおすすめした。するとこう即答

された。「そんな怖いところはおとなし
い息子には無理だ」とA子さんは真顔で言
いました。そうなのだ、現在の教育現場
を知らない40歳代にとってみれば工業高
校はいまだに怖いイメージなのだ。（本人
もスクールウォーズの世界感を思い描いて
いたようですw）わたしはその誤解を解く
と同時に専門高校に行けば高卒で東京都の
技術系3類職員なることも夢ではないことや
近年の工業教育のこと、資格取得の優位性
や金銭面のことなどを簡潔にお話しした。
　なぜそんな話が出来たのかと言うと工
芸高校は工業系専門高校であり、PTAを
通じた様々な交流から都内専門高校の情
報を日常的にたくさん頂くことが出来た
ため、専門教育に関連する多くの情報を
持っていました。
　そんなわたしの話しを真剣なまなざし
で聞くA子さんの表情を今でも鮮明に覚え
ている。話し終えるころには暗く焦燥感
に満ちていた表情がやわらかな表情に変
わり、ポロポロと泪を流し始めました。
その急な場面転換にわたしはとても動揺
したのは他でもない。なにしろそこは近
所の商店街でしたから(汗)。

それからA子さんには今に至るまで何度
「ありがとう」と言われたことだろうか。
わたしは見て聞いたことをそのまま話した
だけで大した事などしていないのに…
　言うまでもなくA子さんの息子は都立工
業高校へ無事入学し、時が過ぎ、今年の
春にはめでたく大手製造メーカーに就職
を果たした。そしてあの頼り無かったA子
さんの息子が今では給料の大半を家にい
れて家計を支え、姉の学費もサポートし
てくれているということをA子さんより聞
きました。それはそれは嬉しかった。
　この時、感動と充実した気持ちの中で
感じたのは、PTA活動で得たキャリアと
いうものは柔軟な道具であり、その道具
をうまく使えば子どもの未来、家族の未
来、社会の未来にもなりえる「財産」な
のだなと。そんなことを考えながら
「PTAをやっていて良かったんだな」と
思えたひとつのエピソードでした。
　余談ですがこれまで幾度もA子さんの相
談に乗り、2人で話している姿を近隣の
方々に目撃されたわたしに浮気の疑惑が
上がったエピソードもあるが、それはま
たの機会に(笑)

平成 25・28 年度西部南地区  地区長　松本 旭功『 PTAでの思い出 』

工芸高校 PTA OB 笹原 良太『シングル・マザーとわたしの財産』
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