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池本会長は全高Pの理事会のため京都出張でした
写真：平成29年 10月14日 第2回 全都会長会にて



東京都教育委員会主催東京都教育委員会主催

東京都公立幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会東京都公立幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会

平成29年度東京都教育委員会委託事業（都高P連主管）
である東京都公立幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会
が都立石神井高等学校で開催されました。24時間テレビ
でお馴染みのマラソンプロデューサー坂本氏の講演、都
立秋留台高等学校、磯村元信校長先生による2つの講演
からなる研修会となりました。

毎年テレビの24時間マラソンで皆様も良くご存じの坂本
雄次氏。元々は電気供給会社で設計製造、設置メンテナン
ス等の業務に携わるサラリーマンだったとのことです。
マラソンは未経験
であったものの、
会社の陸上部に入
りランニングから
走ることに関わり
監督もされまし
た。監督になった
ばかりの頃は、指
導の経験がないため、大学の駅伝部の学生、監督にアド
バイスを受け、徐々に強い選手が育つようになり、駅伝、
ハーフマラソン、フルマラソン等も経験するようになりま
した。44歳の時に、テレビの「スパルタスロン」にチャレン
ジする間寛平氏に同行するサポーターになり、このドキュ
メント企画がきっかけで以降24時間マラソンのランナー
のサポートをすることになったそうです。
何年もランナーのサポートをしてきたことで、坂本さんが
気づいたことは自分のやりたいことが自分の中で鮮明に
イメージ出来ていると「人はくじけない」ということです。
子育てにおいても、子どもは心身ともに成長していくにつ
れて自我も芽生え、親の話を素直に受け入れられない場
面も出てきます。しかし子どもは興味を持ってやりたいこ
とには強い目標を持つようになります。
こういう人になりたい！と目指す自分の姿が具体的にイ
メージできる事で、子どもにとってチャレンジする心に繋
がる手がかりとなり、くじけずにやり遂げる人になれるとい
うことでした。子どもが自我を持ちはじめた時には様々な
ことに興味が持てるように、やりたいことをイメージしや
すい環境を作り、そして見守ることが大切ということでし
た。わたしたち高校生の保護者にとってはとても大切な

お話しを頂けた素敵な講演でした。

まず、いきなり冒
頭のお言葉に驚
いたのですが、所
属高校では1学
年、約 2 4 0名中
140名の退学者が
いた時期があっ
たとのこと。当時

はさらに、全教職員の異動希望があり、とても大変な思い
をしたそうです。その後は年々減って行き、教職員も比較
的年齢の若い方を配属させ、まずは教職員にくじけない
心を養わなければ！という思いで、今では異動希望者は少
なくなったそうです。
磯村校長先生は毎朝、学校の最寄りの駅で挨拶運動をさ
れているそうです。ただ挨拶をするのではなく、挨拶しな
い生徒には、持参の鈴を鳴らすというユニークな事をされて
いて、最初は他学校の生徒からも煙たがられていたようで
すが今では生徒の方から挨拶をしてくれるそうでとても嬉し
そうにお話しされてました。毎朝、粘り強く、あきらめずに行っ
ている姿は生徒に伝わるものがあるのだと感じました。
社会に出て行くには高卒以上が必要となる中、なんとかし
て高校を卒業させて社会に出て貰いたいという思いがあ
り、さらには来年度から通級を導入するそうですが、親御
さん達は、高校進学時に特別支援学校に行くのが良いの
かまたは普通高校に行く方が良いのか、相談が多く感慨
深いものが感じられました。障害の特性に応じて対応す
ることが公平である事。そうおっしゃっていた言葉がとて
も印象に残りました。

磯村先生は生徒全員を卒業させて社会に出て納税者にな
り社会貢献させることが目標である。とおっしゃってました。
最後に磯村先生は校長の前に親であることの大切さ、そし
て人は夢を持ってがんばっている人ばかりでは無く、誰か
の夢を応援する事、仲間、チームを追いかける事、チャレ
ンジの気持ち、一緒にやることが重要だと、改めて親とし
て身の引き締まる講演でした。
貴重なお時間をどうもありがとうございました。
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昨年に引き続き、司会は出演者
へのインタビューも手慣れた目
黒高校会長の鈴木弘恵地区長。
午前中はオープニングセレモ
ニーとして、目黒高校音楽部 4
名の清冽な合唱「365 日の紙飛
行機」と目黒高校吹奏楽部 17
名の静と動の曲調変化を聴かせ
る演奏「バビロン川のほとりで」
「アラジン」が披露される。メイ
ンロビーでは調布北高校文芸愛
好会と漫画・イラスト部の作品、
杉並高校美術部の油絵が展示さ
れた。
昼休み後、今回の実行委員長西
園寺まゆみ杉並高校前会長の第
二部出演者紹介にそれぞれ他校
からも盛大な拍手と声援が入り、
ここから一気に「みんなで Do 
Enjoy♪」モードに突入する。調
布北高校軽音楽部 5 人組ガール
ズバンド〈Finger Five〉の演奏
が始まると観客は前に。中部北
から特別参加の武蔵丘高校音楽部、アコースティック編成男女 6
人で「WINDING ROAD」他を披露。

このあと楽器と音響設備が撤収
され、総勢 24 名の富士高校薙
刀部が登場。1 対 1 の試合競技
に眼を瞠り、2 人一組での「型」
の演技に息を呑み、「愛を叫べ」
に合わせて 19 名が、「時空の風」
では 5 名がステージとフロア前
方を縦横に走るリズム薙刀を披
露した。杉並高校ダンス部は、
18 名・12 名・14名に分かれてそ
れぞれ異なる衣装での熱気溢れるパ
フォーマンスで観客を沸かせる。
再び音響設備がセットされ、ス
テージはライブ会場に。豊多摩
高校軽音楽部からは男子 3 人バ
ンド〈INBOKE〉、紅一点ヴォー

カリストを男子 4 人が巧みな演奏で盛り立てる〈SLEAZE-BAG〉、
神代高校アコースティックギター部竹野遼太君は孤軍奮闘、スタッ

フとしても大活躍の神代高校軽音
楽部ドラムレス男子 3 人バンド
〈Esquivel〉。皆個性的で楽しい。
杉並高校軽音楽部 3 人組ガール
ズバンド〈ちゅーべろーず〉に続
いて杉並高校男子 4 人組〈ロク
ジキュウフン〉がトリを務める。

ラストでは会場の全員を巻き込みな
がら「前前前世」を歌って大団円。
「君たちが今素敵な時間を過ごし
ていることを、きょうは見事に証
明してくれた。携わった PTA の
みなさんにとってそれは究極の
大人の贅沢といえる」とは毎年
欠かさずの参加が嬉しい上野勝
敏富士高校校長の言葉。
「PTA のつながりや協力があってのきょうの発表の場。君たちみん
なを応援している〈気持ち〉を心に留めてそれぞれの活動を続け
ていってほしい」とは御自身もバンド活動継続中の真保俊哉神代
高校前校長からのエールだ。
そして司会の鈴木地区長が「みなさんが大人になって子どもを持っ
た時に、きょうのことを思い出してくれたら嬉しい。発表会は続け
ていきたいのでぜひ後輩にも繫げていってください」と締めくくった。
中部南地区加盟校は現在 5 校だが、それぞれの自校紹介や裏方
で奮闘した会長・役員諸氏はもとより、今回は「ゆう杉並」つな
がりで実現した中部北地区からの武蔵丘高校と連合会未加盟の豊
多摩高校の参加により、近年出色の参加者数（池本会長をはじめ
PTA 関係者 98 名、出演した生徒・顧問 99名）を得た。
昼休みを利用した分刻みのリハーサルを陣頭指揮した神代高校西
森先生、自らの出演以外でも他校のセッティング等のスタッフとし
て大活躍の神代高校・杉並高校両校の軽音楽部員、生徒たちへ
の参加記念品の手配師斎木神代高校元会長、また会場としてお借
りした児童青少年センター「ゆう杉並」の宮代・林両氏からの生
徒間の交流を深めるための助言や照明・音響・テロップ作成まで、
全面的・献身的な協力あればこその成功といえよう。
西園寺実行委員長が伝えたいと言っていた「交流の楽しさ・大切
さ」というコンセプトを、この日の参加者全員がそれぞれしっかり
と受け取った発表会となったのではないか。アンケートに書かれ
た「普段見ることができない他校の発表を興味深く見られた」場
の提供を、「今後も継続して」いきたい。
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西部北地区西部北地区
① 西部地区 南北合同情報交換会 平成29年12月2日 府中プラッツ
　参加者総勢116名、参加校34校。グループに分かれ、活発な意見交
換や情報交換が行われました。同じ学校同士の組み合わせとならな
いよう工夫した為､新鮮な意見交換ができ､単Ｐに持ち帰る情報の多
い、実りある交換会になりました。
② 第3回会長会 平成30年2月7日 国分寺労政会館
　都高Ｐ連や地区からの連絡事項などを伝えるだけでなく、出席校
からの情報やアピールなどもある充実の時間を共有できました。今

回は4月11日開催の｢新旧会
長会｣の打ち合わせをいたし
ました。
③ ボウリング大会 平成30年
2月9日 ラウンド･ワン 八王子
　西部地区では｢スポーツ交
流事業｣としてソフトボール
大会･バレーボール大会を
開催していますが､チームが
作れなかったり、練習ができ
なかったり、参加しにくいの
も事実…。
　そこで､練習や準備も必要
なく参加しやすい｢親睦ボウ
リング大会｣を企画しました。

初対面の方ともコミュニケーションが取れ､気付いたらみんなと自然
にハイタッチ。
　この仲間作りがPTA活動の醍醐味でもあり、今後、加盟校を増やす
足がかりになればと思っています。
④スポーツ交流事業､バレーボール大会　平成30年2月24日 エスフォ
ルタアリーナ八王子
　PTAとママさんバレーがコラボしている学校も多く､いつもハイレ
ベルな試合を繰り広げています。
優勝…小平南　準優勝…武蔵村山 第三位…福生　 第四位…小平西高校
 

西部南地区１１月～３月の活動報告
  
１１月１０日(金)
第３回会長会 八王子労政会館 
１２月２日(土)
西部北地区との情報交換会 府中ル・シーニュ 
１２月８日(金) 
第４回役員会八王子労政会館 
１月１２日(金) 
第４回会長会 八王子労政会館 
１月２４日(水) 
西部地区ＰＴＡ交流バレーボール大会キャプテン会議
東大和市中央公民館
２月９日(金)
第５回役員会  八王子労政会館
２月２４日(土) 
西部地区ＰＴＡ交流バレーボール大会 エスフォルタアリーナ八王子

【今後の予定】
３月９日(金)  第５回会長会 八王子労政会館
３月２１日(水)  新旧ＰＴＡ顔合わせバス研修会 

西部南地区西部南地区

東部北地区東部北地区
12月2日(土)、毎年恒例となっている東部北地区情報交換会を、足立区立加
平小学校にて開催しました。今年は会場取りに苦労しましたが、丸山地区
長のご縁もあって素敵な視聴覚教室を貸していただきました。
さて、今回も参加者は4つのテーブルに分かれ、それぞれ組織、行事、会計、
広報をテーマとして、熱気のこもった会議が繰り広げられました。特に、次
期PTA会長や役員の探し方・決め方、PTAに加入しないという人への対応、
OBとの上手な付き合い方、広報作成の大変さ等の話題では大いに盛り上
がりました。 
情報交換会の後には懇親会を行い、会議で話し足りなかったこと、プライ
ベートなこと、大きな声では言えないこと、単なる与太話などでまたまた盛
り上がり、地区内の結束がより一層深まる一日となりました。

　2月1日(木)都庁にて、東京都公立幼
小中高ＰＴＡ連絡協議会70周年に
当たり、団体表彰として都知事から都
高Ｐ連、個人表彰として東京都教育
委員会から連合会会長に感謝状授与
式が行われました。各連合会より皆さ
ん出席され都高P連からは高橋元会長、
南村元会長、納見元会長、原田元会長、池本会長が出席されました。

中部北地区中部北地区
　12月4日（月）中部北地区加盟校５校（飛鳥・板橋・石神井・農芸・武
蔵丘）の会長、都高P連より池本会長にもご同行をいただき、東京都教
育庁中部学校経営支援センター支所（池袋）に表敬訪問致しました。
林支所長より中部経営支援センターの活動についてお話を頂き、池
本会長からは東京都公立高等学校PTA連合会の活動概要についてお
話いただきました。各会長から各校の掘下げた話を共有し収穫の多
い充実した1時間半でした。経営支援センターの活動内容から学校側
の視点を知るころができたことは、今後「PTAの学校との関わり方」を
考えるいい機会となり、今後も継続した訪問を続けていければと思い
ます。

　12月5日（火）東京都公立高等学校PTA連合会中部北地区第3回代
表者会を練馬区生活産業プラザ（ココネリ）にて開催。経営支援セン
ター表敬訪問の内容を全10校で共有。他、主題となる年始の中部北
地区賀詞交歓会についての打ち合わせ、都高P連、各委員会の活動の
報告等。

　1月19日（金）東京都
公立高等学校PTA連合
会　中部北地区　賀詞
交歓会をサンシャイン
クルーズ・クルーズ（池
袋）にて開催。過去最多
の参加数75名。各校教

職員、各校PTA、都
高P連役員の皆様
にもご参加いた
だきました。司会
は飛鳥高等学校、
越石会長と大泉
高等学校、鈴木会
長のお二人による

進行です。冒頭は、7月の第29回東京都公立高等学校PTA連合会大会
、8月の第67回全国高等学校PTA連合会静岡大会と活動発表を努め
た板橋高等学校、大城地区長が挨拶。続いて中部北地区担当、木村副
会長に乾杯の挨拶で会がスタートしました。各校が登壇して学校紹介
をいただきました。今年の取り組み結果を校長先生、副校長先生から
直接、お聞きすることができた学校もあり、各校の皆さまもとても関心
をもっている様子を感じることができました。また、次年度は10校中
8校が新会長となり、早 と々新会長をご紹介いただきました。

　2月6日（火）東京都公立高等学校PTA連合会　中部北地区　第4回
代表者会を練馬区生活産業プラザ（ココネリ）にて開催。
大盛況に終わった賀詞交歓会直後ということもあり、年始早々活発な
意見の出る会に感じました。
今回の主題は、4月22日（日）に開催予定の「中部北地区情報交換会」
について討議しました。本年度は次年度を見据えた新旧PTAを募るか
たちでの実施予定。新たなPTAの皆さまが安心して活動できる新旧が
一体となった例年にない企画となっております。開催地も仮設校舎か
ら新校舎へ移りゆく、地区長校の板橋高等学校を予定しております。
次を常に考える中部北地区の活動に今後もご期待ください。
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～奨学金をきちんと知る。支援活動のありかたを考える～～奨学金をきちんと知る。支援活動のありかたを考える～

　1月のとても肌寒い日に子どもの貧困対策委員会によ
る特別研修会が開催されました。府中西高校PTA元会長
で現在子どもの貧困対策委員の中田さんによる昨今の奨
学金にまつわる概要説明、NPO法人PIECES副代表、荒井
佑介氏による講演、荒井氏含めNPO等支援者の方々を交
えたパネルディスカッションの3つの構成にわけて、とても
有意義な特別研修が行われました。

○奨学金にまつわる概要説明

　中田さんによる「奨学金の概要説明」では、とても複雑
な奨学金制度を短時間で可能な限り説明して頂きまし
た。国立大学、私立大学や学部等でも異なりますが大学
進学にかかるお金はざっくりいうと受験・入学に30～150
万円、卒業までに毎年60～240万円で、文系の私立大学
に自宅から通うと1年間でおよそ150万円必要です。（下図）   

学費は高額であり奨学金の仕組みや制度を良く理解し
て、計画と準備と理解を綿密に行う必要があるように感じ
ます。さらに奨学金制度は年々変化していますのでこのよ
うな講演に参加するなどして情報収集することはもちろん
ですが、どういった意識を持ってどこの大学で何を学ぶの
か？ということも親子でしっかり話合って決めると言うこと
が大切ということは言うまでもありません。
　奨学金の額は個々で日本学生支援
機構による「奨学金貸与・返還シミュ
レーション」のサイト（右QRコード）など
も便利なので利用して下さい。
また東京都保健福祉局による最大20

万円が返済なしで利用出来るケースも
ある「受験生チャレンジ支援貸付事業」
という受験生向けの制度（右QRコード）
など、とても有用な情報も教えて頂けま
した。

  ○ 特別講演
  「子どもたちのために、いま私たちができること」

　荒井氏が副代表を
務 める N P O 法 人
PIECESは、どんな子ど
もも尊厳を持って生
きられる豊かな社会
を目指して、子ども達
が孤立しない仕組み
を作る活動を基軸に
活動しているそうで
す。孤立してしまった
子ども達に向けた多
岐に渡る取り組みを
しながらコミュニティーユースワー
カー（孤立している子ども達と出会い、
一緒に遊んだり、ご飯を食べたりしな
がら、ゆっくり信頼関係を築いていく親
でも先生でもない大人）の育成、啓発
なども行っています。（右QRコード）
　講演は荒井氏の明るく優しく語りかける口調とはうらは
らに「ドロップアウト」「10代ママ」「ひきこもり」などのキー
ワードが飛び交い、まさに今、現場で起きている現実を包
み隠さずお話し頂きました。ドラマのような事例に参加者
も真剣なまなざしで聞き入っていました。小中学生の孤

立問題に比べ、高校生にもなると問題の幅がとても大き
く深刻になるので、見守るだけでなくどんどんアウトリー
チ（手を差し伸べる）することが重要だそうです。その際に
も子ども達に対して支援ぽくない入り口を作ることが大切
というのは我々高校生の保護者にとって大変しっくりくる
お話しでした。それ以外に多くのお話もして頂きましたが、
「夢がある子どもに大人がよってたかって世話をし、それに

よって子どもにとって多様な依存先をつくるということが自立
に繋がる」というお話しはとても共感出来るものでした。

○パネルディスカッション

　パネルディスカッションは都立富士高等学校PTA元会
長の齋藤さん（貧困対策委員）の司会により荒井氏、中田
さん（NPO法人キートスボランティア）、六郷さん（NPO法
人ワンダフルキッズ）、村島さん（自治体職員）の4名によ
るパネルディスカッションで、皆さんNPOでの活動である
子ども食堂や学習支援などの現状や課題などをお話し頂
きました。
皆さん資金の少なさなど色々な課題があるとおっしゃっ
ていました。昨今はクラウドファウンディングなど利用して
いる団体も多く、簡単に寄付も出来るので子ども達の未

来のために支援して頂きたいという思いは、皆さん共通した
お話しでした。その他様々な質問もありましたが時間一杯まで
子どもの貧困問題について語り合えた有意義な時間でした。

   

　高校PTAと子どもの貧困問題の関係性は「奨学金問題」
が一番直接的でしっくり来るように思います。一方、PTAと
いうものは高校卒業と共に完全に終え、子どもに関わる
社会貢献は終わってしまいます。荒井氏のいう「支援ぽく
ない入り口を作ることが大切」ということは私たち高校
PTAにとっても当てはまるような気がしています。高校
PTAを終え、子ども達に希望を与えるような社会貢献が出
来るスマートな入り口を作ることが私たち高校PTAの役
割なのかもしれないなあ、と。

￥900,000授業料

自宅から私大（文系）に通う一年間のおおよその費用

合計￥1,500,000
（月 / ￥125,000 ）

×
4年間
＝

合計￥1,500,000
（月 / ￥125,000 ）

×
4年間
＝交通費

教材費など

生活費

￥105,000
￥105,000

￥390,000 （別途入学金）

NPO法人PIECES 副代表NPO法人PIECES 副代表

荒井佑介氏荒井佑介氏

六郷さん六郷さん 村島さん村島さん 中田さん中田さん 荒井氏荒井氏 齋藤さん齋藤さん

￥6,000,000￥6,000,000

　子どもの貧困についてはあまりよく
知らないため、いったい何が起こって
いるのだろうと思い研修会に参加しま
した。子どもたちの学びの助けである
と思っていた奨学金の現実を知り驚
きました。22歳の若者が大学卒業と同
時に数百万円もの借金を背負うこと、
就職先に恵まれない、リストラや病気
で返済ができなくなることもある。そ
んなことになったらどうするのでしょ
う。きっと不安で困りはてて・・考えた
だけでも辛くなります。
　PIECESの荒井さんのお話では、子
どもたちの抱える複合的な課題解決
のための居場所支援など様々な取り
組みに感心しました。特に会社の人が
子どもたちと一緒に作品を作ったり、
仕事の話をするボランティアは素敵
な取り組みだと思いました。仕事の話
を聞いたり技術に直に触れる機会は、
子どもたちの働く未来に大きな影響を
与え希望につながると思います。私も
一人の大人として仕事の楽しさや将
来の希望を伝えるととともに奨学金や
働く現実に対する情報提供をして、子
どもたちがたくさんの選択肢の中から
自分らしい道を選ぶことができるよう
に支援していけるようになりたいと思
います。

都立目黒高等学校ＰＴＡ 元会長　　
久野陽子

　貧困という言葉を最近耳にすること
が多い。日本は、一見、繁栄と豊かさに
満たされた社会に見えるが、その陰に
隠されているかのように「貧困」という
問題が存在している。社会的弱者と呼
ばれる人々が「貧困」に陥りやすいと
言われているが、その中に子どもも含
まれていることが大きな問題であろう
と思う。
　「貧困」により、食事から必要な栄養
を摂ることができない、希望の教育を
受けることができない、親が家庭にい
る時間が少ない、子どもが家庭の収入
の一部を担っている等、子どもの置か
れている環境が良好とは言えない現
状がある。
　このような状況を一部の子どもの
問題として捉えず、国民全体の問題と
して捉えていくことが重要ではないだ
ろうか。そのためにも、「子どもの貧困
問題」についてＰＴＡとして取り組み、
高校だけではなく義務教育のＰＴＡ
とも連携し、将来の日本や世界を支え
る子どもが本当の意味で自立できるよ
うな国作りを目指すよう声を挙げてい
くことが必要ではないかと感じた。

都立国立高等学校ＰＴＡ本部 会計
小澤昌美

　既に社会人の息子と高3の娘二人
を育ててきたシングルマザーとして、
子どもの貧困は、他人事とは思えない
テーマだ。
　しかし、7人に一人が貧困、奨学金
の利用率も大学進学者の53％と半数
を超える今、シングルマザーでなくて
も、他人事ではないだろう。
「孤立が課題」と、「子どもをひとりぼっ
ちにしない」支援を行うNPO法人
PIECES荒井氏のお話は、とても心に
響き、たくさんメモを取った。
　印象に残った言葉のひとつが孤立と
は、頼れる人がいないだけでなく、人を
頼れない気持ちも含まれるということ。
仕事で若者のキャリア支援をしている
が、人に頼ったり甘えたりすることが苦
手な人が増えているように思う。気持
ちを表現することが苦手なだけでなく、
気持ちを感じられないことや頼っては
いけないと枠をはめていることが主な
原因だ。そして、大抵、孤立している。
孤立しない子育てを家庭で、学校で、
地域で行えたら、どんなに安心した優
しい社会になるだろう。
荒井氏のような若者の登場に、希望を
抱いた2時間だった。

都立井草高等学校ＰＴＡ 会長
伊藤一枝

高校PTAと子どもの貧困問題

参加者の声
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　政党ヒアリングについて
　学校教育委員会で
は、昨年度実施した
アンケート結果に基
づいて、保護者が高
校教育に求めている
ものを分析整理し、
行政側への要望事項
をまとめました。
　その内容は、スクールカウンセラーおよびユースソー
シャルワーカー配置の拡充、特別教室への空調環境の改
善、トイレ設備の改善、教育関連費用の負担軽減を要望す
るものです。
　9月、10月には、都議会で都議会民進党、都議会共産党と
ヒアリングを行い、要望事項を、保護者の声として届けまし
た。他の政党には、ヒアリングの機会がなかったため、文書
で送りました。

　ヒアリングでは、都高Ｐ連が継続的に行うアンケートを
高く評価する声があり、行政側に有形無形の力を及ぼして
いることを感じました。
　これからの課題としては、議会を通じてだけでなく、行政
側とも対話のチャンネルを持つ必要性を痛感しました。

　アンケートについて　
　７月から今年度のアンケートの設問内容を検討してきま
した。子どもの貧困対策委員会との合同委員会や校長協会
との面談を通じて、良きアドバイスをいただき、その内容を
反映させました。こうして、今年度のアンケートを１月から
実施しました。現在アンケート結果を集計中です。近いうち
に皆さんのお手元にお届けできると思います。　
　学校教育委員会では、他の課題についても果敢に取り
組み、学校や保護者の声に応えてゆきたいと思っていま
す。皆さまのご支援、ご協力をお願いいたします。

都高P連主な経歴
平成22年度          中部北地区地区長および都立文京高校PTA会長
平成23・24年度   都高P連理事(調査広報委員長)
平成25年度          都高P連副会長
平成26・27年度   都高P連副会長および 都立豊島高校PTA会長
平成28・29年度   都高P連会長

池本 義信  (いけもと よしのぶ)
所属・中部北地区

平成30年度、都高P連会長
選挙が、3月3日オリンピッ
クセンターにて行われ現
職の池本義信会長が信任
選挙にて再選されました。
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基調講演  萩原 健司 氏 他


