
Let’s access it！→ http://www.tokoupren.org/                         2015 年 3 月 31 日発行

第 77 号

発行：東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会                     事務局：東京都杉並区南荻窪 4-29-10 田丸ビル 205 号

編集：調査広報委員会                   Tel：03-5941-5067    Fax：03-5941-5068     Email：info@tokoupren.org

都高Ｐ連 特別研修会 目指そう!子どもの貧困ゼロ社会! 開催
子どもたちの「未来」へ―私たちにできる支援とは何か・・・浅井春夫氏の講演とシンポジウムから考える
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愛着の形成 

 今お話ししているのは、いわゆる

母性と呼ばれるものですが、幼児期

には、性別関係なく一人の特定の大

人が、その子に向き合い、関心を持

ち、生命の存続のためのケアをする

ことが非常に大事です。 

 その大人は母でも祖父でも伯父

さんでも誰でもいいけれど、日替わ

りじゃ駄目です。特定の人っていう

のがミソで、そこから愛着が生まれ

ます。精神科でいう愛着とは、子供

に対して安心や安全を安定的に供

給することで形成される緊密な情

緒的結び付きのことを言います。 

 この愛着形成がされずに愛着障

害になると、まず、人と人との信頼

関係がうまく結べない、他人に対し

て非常に懐疑的、ストレスに対して

弱い、孤独感、疎外感、感情が不安

定、挑発的、攻撃的、衝動的、自虐

的などの特徴が表れます。 

 ただし、痛みに対しては強いんで

すよ。愛着障害の一番ひどい要因は

虐待ですが、虐待されたお子さんは 

一般的に痛みに対して強いのです

が、スキンシップを嫌がります。 

 また、拒否的で「ふん」っていう

お子さんと、逆に非常に人なつこく

べたべたしてくるお子さんがいて、

それらを反応性愛着障害の抑制型

と脱抑制型といいます。 

 

平成 26 年度東京都教育委員会委託事業  東京都幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会  
 

子供の成長段階別、大人の関わり方～上手な間合いの取り方～  
 

講師  ヴィヒャルト  千佳こ  氏  
平成 27 年 1 月 24 日（土）  於・国立オリンピック記念青少年センター  

 

ヴィヒャルト 千佳こ 氏 

臨床心理士 

精神科心理カウンセラー歴３０余年 

精神科クリニック３箇所にて 

 嘱託心理カウンセラー 

平成７年～ スクールカウンセラー 

手遅れはありません 

 皆さんこんにちは。ヴィヒャルト

という、ちょっと舌をかみそうな名

前ですが、ただの日本人のおばさん

です。（笑）よろしくお願いします。 

 まず、今日はお子さまの成長の段

階別に小さいときからお話ししま

すけれども、そうすると、私あれや

らなかった。しまった。もう駄目か

も、手遅れかもって思いますよね。

大丈夫です。手遅れはないです。親

御さんが気付いたときに、親御さん

のほうからお子さんに発信してい

ただければ、遅いということはない

んですよ。ただし、皆さんが認知症

になる前であれば。（笑） 

 

幼稚園・保育園 

 実は、私自身、幼稚園・保育園の

子たちと一番感覚が近い感じがす

るんです。うれしいときの表情です

とか、悲しいときの落ち込み方です

とか、怒ったときのキレ方、すごく

それがよく分かるんです。ところ

が、小・中・高校生と、どんどん、

何か訳の分からない世界にいっち

ゃう。 

 生まれたときにはちゃんとした

人間の心、情緒の芽をみんな持って

いるんです。それを、いかにより良

く育てていくか。 

 小さいお子さんには何が大事か

って、大袈裟に「いい子ね！」とか

「うん」「ぱあ」とか、濃厚な人間

の情緒を伝えるような接し方、スキ

ンシップが大事で、それによって情

緒が発達するのです。 

 人間は、小さいときにスキンシッ

プをされていればいるほど、脳の中

のセロトニンの回路が発達し、不安

に強くなるというエビデンスがあ

ります。それから、ほ乳類は本能的

に、胴の部分をぎゅーっと圧迫され

ると非常に気分が安定します。和服

の帯をぎゅっと締めるのもそうで

すし、お子さんをぎゅーっとハグす

ると、ものすごく安心し、安定する

んですね。 

 そういう生身のつながりが豊富

で情緒性が豊かに育っていれば、今

のようなネット社会でデジタルツ

ールを使っていたとしても、人と人

との信頼関係をうまく結ぶことが

できるでしょう。 
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うことを習慣にしていただきたい

と思います。話をする習慣がない

と、自分の悩みも「助けて」って言

えないんですよ。 

 さっきも言いました。大人もなか

なか言えない。子どもはもっと難し

いって言いましたよね。だから、そ

れをなおしにくくする必要はあり

ません。とにかく、そういう環境を

つくっていただくこと。これがとっ

ても大事。 

 

思春期 

 思春期は難しいんですよ。特に男

の子は、精神的にも幼く身体的にも

弱かったので、今まで時間も労力も

取られてきました。それでお母さん

は、男の子に対して精神的に非常に

距離が近くなっちゃうんです。その

距離の取り方がものすごく難しく

なるのが思春期なんです。 

 思春期の子供を持つ親の掟、子供

を理想の眼鏡を掛けて見るんじゃ

ない。肉眼で見ること。子供のカウ

ンセラーにならない。理解が有り過

ぎる親にならない。友達みたいにな

ったら子供を救えません。それで、

突き放さず、後追いするが捕まえて

はならない。分かります？ここが微

妙ですよ。 

 レジリエントという概念、いろん

な所で最近聞かれます。困難な状況

からの回復力のことですが、他人の

支援、他人と親密で安心できる関

係、その二つがあれば人間は色々な

ストレスを乗り越えていけます。そ

の信頼関係の元は親子関係。だから

その種を蒔くこと。「助けて」と言

える人。そして言われた人は「一緒

にやっつけよう」と言う前に「それ

は悲しいよね」と寄り添うこと。そ

れが大事です。 

 抑制型には、過度な警戒心、高い

両価性、矛盾した行動という傾向が

あります。いつも親に裏切られてい

ますから、お試し行動として色々な

ことをやらかしますし、無意識にそ

のような態度になっちゃう。 

 脱抑制型は、よく女の子にいるん

ですけど、「先生～」とか言って、

小学校 3年なのに、先生重いのに乗

る。他の子には「あっち行ってよ」

と言って、先生にべたべたする。そ

ういうことです。 

 共通するのは、いつも愛情が欲し

い。守ってもらいたい。甘えたい。

関心を持ってもらいたい。でも、ま

た裏切られるかも。傷つくのはもう

嫌。そういうことなんですね。 

 結局、人は人に大切にしてもらえ

ないと自分を大切にすることを学

んでいけません。どんなに理屈で言

ったって、本当に自分を大切にする

ことってなかなか難しいんですよ。 

 

小学校 

 さあ、いよいよ小学校に上がりま

した。この学校社会というのは、結

構シビアな場所なんです。 

 学校は、もう父性的な社会です。

母性で土台が作られて、次は父性の

出番です。価値観、倫理観、物事の

考え方といったことを指導したり

評価したりするのが父性です。 

 学校の中で、子供は自分が分かっ

てきます。自分がこの中で一体どう

いう存在なんだろう。そこで、今ま

で全然問題なかったような方が、実

は非常につらい思いをすることが

あるんですね。 

 そのとき、親御さんがどこまで介

入したらいいか、どこまで叱ってい

いか、どこまで甘やかしていいか、

分からなかったら子どもに聞いて

ください。子どもに向き合って、 

 

一生懸命あなたのこと考えてるん

だよっていうことを伝えることが

ものすごく大事なんです。だから、

小さいときにやってこなかったら、

ここで少し補填ができるわけです。 

 子供っていうのは、サインを出し

ます。一番出やすいのが身体的な不

調で、胃痛とか頭痛いとかアトピー

とか、自分の弱点に出ます。それか

ら、いじめ行動とか、そういうとこ

ろに出る。そのときに、なんかうち

の子ひょっとしたらって気が付く

ことが大事です。 

 気が付いたときのアプローチの

仕方にはコツがあります。子供たち

が一番嫌がるのは子供扱いされる

ことなので、実年齢よりもちょっと

上の所に照準を合わせて、どこまで

が踏み込んでいい領域かを意識し

ながら関わること。 

 それから、「ああ、それはつらか

ったよね」という共感的なアプロー

チが大事。「こうすれはいい」とい

うようなアドバイスはしないこと。

また、「お母さんが文句言ってあげ

る」というように怒りにはコミット

しないこと。 

 

気持ちの表現 

 最近のお子さんは、やはりデジタ

ルのものに慣れていて、メールなん

かの言葉を変換候補から選ぶんで

すよね。そういう感じで言葉に対し

ては貧困になっています。 

 さっき言いました。小さいときは

心を持っているのに、なんでこうな

っちゃうの。それは、情緒が豊かに

育たない環境にあるからです。 

 環境は、家にいる生身の人間が作

れますよね。生身の言葉でお子さん

に言葉掛けしていくこと。それによ

って言葉を使えるようになってい

くんですね。やっぱり話をするとい 
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特別研修会 目指そう！ 子どもの貧困ゼロ社会！ 講演とシンポジウム 

H26年度 各委員会の紹介 

 

12月6日（土）国立オリンピック記

念青少年総合センターにおいて、二部

構成の研修会を開催しました。 

 第1部は立教大学コミュニティ福祉

学部教授の浅井春夫氏の講演会。 

第2部は高校生当事者・大学生支援

者・都立高校教員・保護者をパネリス

トにお招きして意見交換会を行いまし

た。 

第 1部 浅井春夫先生講演会 

「子どもの貧困と育ちへの影響」とい

うテーマで、1時間弱では足りないく

らい、とても濃い内容の講演でした。

以下、講演内容を抜粋し紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～はじめに～ 

「貧困」とは、経済面だけではなく

子どもの育成環境にも大きな影響をも

たらす。子どもの希望を奪う。日本の

子どもは 6人に1人貧困に直面してい

る。現代社会において非正規、ワーキ

ングプアなどの問題がある中で子育て

をしている。進路、思春期、それぞれ

の時代を親子でどのように関わるか、

関係を作り直しながらお互いに成長し

ていく。子ども達に自己肯定感をもた

らす。自分が大好きな子どもに育てる

ことが大切である。日本の子どもは世

界の中でも自己肯定感が低い。子育て

で最初に出会う親、また教員、PTAな

どが子どもに対して点数では表せない

子どもの良さを探すことが大切。東京

の教育現場には成果主義、業績主義(教

員の評価の視点)が濃いという現状が

ある。「良かった探し」の視点が大事な

のである。 

～貧困の現状～ 

家族と子どもの貧困の実態の報告。

たとえば、大阪の中学校では、給食を

実施している学校が少ないため、昼食

の時間に校庭に出ていく子どもがいる。

それらの子どもは水を飲んで空腹を満

たしている。ほかに、食べてこない子

ども達にお米を渡す教員もいる。まず

子どもの家に電気が来ているか確認し、

お米が炊けることを確認して渡してい

るとのこと。また、現在の所得の種類

別に見た1世帯当たりの平均所得と構

成割合だが、日本の子どもを育ててい

る世帯の社会保障のバックアップは

3.7％。貧困世帯にいる子ども達の割合

は、母子家庭の子どもが多い。母子家

庭の平均所得は262万円。社会保障は

15.2％となっている。先進諸国では

30％はバックアップしている。 

～日本の子どもの貧困の特徴と 

問題点～ 

所得再分配後、政策が貧困対策とし

ての機能を果たしていないこと。大学

進学を断念した理由は 70％が学費を

払えない、アルバイトをしないと学生

生活を維持できないという事実がある。

その結果、授業の出席率が低くなり進

級できない学生が出てきてしまう。先

進諸国では高校、大学の授業料を国が

バックアップしている。さらに24歳以

下の若年労働者層では半数が非正規雇

用で、これが貧困の連鎖につながって

いる。 

また、経済的な貧困に直面している

子ども達は、遊びにいった経験や思い

出の蓄積がない。豊かな子ども時代を

経験させてあげられないのである。経

験・体験という記憶が困難を乗り越え

る勇気を与えることにつながり、それ

がないと自己肯定感を育めないことに

なり、自己破滅的な行動に出てしまう

ことがある。貧困は虐待、ＤＶなどの

暴力へつながりやすい状況にあるとい

える。 

～実践～ 

全ての児童・生徒は社会において個

人として生活するための充分な準備が

整えられるべき。発達の根幹は共生す

ることを前提として自立することであ

る。人生は楽しい。楽しい居場所があ

る。自分はなかなか良い人間だなと感

じられることが大切。勉強ができる、

わからないことがわかる、人生案内の

第三者(教員含む)との出会いも大切で

ある。 

～まとめ～ 

「子どもの貧困対策法」の大綱に何を

盛り込むべきかを考えなければならな

い。大綱には、数値目標など具体的な
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ものがないため、盛り込む内容に対し

て国の本気度が問われている。 

イギリスでは 10年間で半減するな

ど具体的に数値を示して貧困の数値を

下げている。スクールランチや朝食サ

ービスを実施している国もある。親を

甘やかすというより、おなかをすかせ

た子ども達に食事を食べさせたいとい

う思いである。そして、最後に子ども

の貧困対策の 4つの矢「子供に食事を

保証する」「学習権の保証」「進学保証

(大学進学を含む)」「労働生活への連結」

を掲げた。 

 

第 2部 意見交換会 

パネリストとして貧困家庭の高校 3

年生、貧困の子ども達の学生学習支援

者、高校教員、ひとり親家庭の保護者

2名の計 5名の参加で、それぞれの生

い立ちや現状、今後の課題などを話し

ていただきました。また、アドバイザ

ーとして浅井先生にも引き続き参加し

ていただきました。 

１．都立高校 3年生の立場から 

とても厳しい状況でもめげずに高

校で簿記の資格を取得し、卒業後は第

1志望ではなかったがまずは未来の夢

に向かう第 1ステップとして就職する

と、現実をしっかり見据えた発言があ

りました。また、この研修会に参加す

るきっかけは、近所のおせっかいおば

さんが声をかけてくれて、そのおばさ

んの知り合いの、このＰＴＡの人に誘

われました。最初は大嫌いなおばさん

でしたが、たくさんの出会いがあって、

今はとても感謝しています。「ＰＴＡの

みなさんも見て見ぬふりをせず、おせ

っかいなおばさん、おじさんで良いで

す。声をかけてあげてください。」と逆

に力強いエールをもらいました。 

２．支援団体(クローバー)で、貧困の

子ども達の、勉強を見るボランティア

をしている学生支援者の立場から 

自身も母子家庭で大変な環境で成

長した経緯と、現在、クローバーで支

援している子ども達の様子を話してく

れました。学習支援活動の中で、ひと

りひとりと向き合って関係性を創って

いくと、その子のために何かをできな

いだろうか！とおのずと考えるように

なるそうです。これから「少子化なの

だから、大人一人が一人の子どもを見

守れば済むことだと思います。」と、大

人がもっと貧困問題に対する意識を持

たなければならないとの指摘がありま

した。 

２．定時制の高校教員の立場から 

 教え子の就職先が決まっていたのに、

保護者が児童手当を貰いたいがために、

生徒本人の希望を無視して就職を取り

下げてしまうという、生活保護制度も

問題があるとの事例報告がありました。 

３．一人親庭の保護者の立場から 

 子育ての難しさと、忙しいながらも

お互いに協力しながらＰＴＡ活動をす

ることで支えあう仲間ができる、とＰ

ＴＡの大切さが話されました。 

４．浅井先生から 

 「本当に伝えたいことは何か、本気

で伝えたいことはあるのか。」対話は交

互に話すことです。子どもとの会話が

ないのなら、本当に伝えあいたいこと

があるなら、ノートやメールでもなに

かしら手法を工夫すれば会話はできま

す。子ども達の未来を本気で考え、実

践していくことが大切です。ＰＴＡが 

このような“子どもの貧困”というテ

ーマで研修会を開催することは、この

国の希望です。人生にとって希望とい

う言葉はチャレンジ精神というのだと

思います。親が様々チャレンジし続け

る姿を子どもに見せることが大切との

言葉をいただきました。 

この後質疑応答があり、活発な意見

のやり取りがありました。皆さんにお

願いしたアンケートの回収率の高さか

らも参加者の関心の高さが伺えます。

アンケート回答者 60名中、研修の満足

度は満足、やや満足あわせて 53名と9

割の方が参加してよかったと感じてい

ます。また、32名の方が意見や感想を

書いてくださいました。ほとんどの方

が、浅井先生の話をもっと聞きたかっ

たという意見、都立高校生を応援する

内容でした。子どもの貧困がごく身近

なところにあることに気づき、自分に

何ができるのか、ＰＴＡで 何かでき

ることはないかと考えるきっ かけに

なった方も多かったようです。 

 最後に、浅井先生が講演会の中で紹

介された、ノーベル平和賞受賞者のマ

ララ・ユスフザイさんの言葉をお届け

します。 

「一人の子ども、一人の教師、一冊の

本、そして一本のペン、それで世界を

変えることができます。教育こそがた

だ一つの解決策です。」  
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各 地 区 活 動 紹 介
東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会は、現在７つの地区で構成されています。

この地区分けは、東京都教育委員会学校経営支援センターの管轄区域を基本にすることにより常にＰＴＡ

が行政と一体となって活動できるように考慮されています。 各地区はそれぞれ活発に活動しています、

今回はそのなかで 5 つの地区について、紹介させていただきます。

中部南地区は現在、狛江高校、目黒高校、

園芸高校、神代高校、杉並高校、富士高校、

調布北高校の 7 つの高校が集まり、小規模

ですが、アットホームな雰囲気で活動して

います。秋には中部学校経営支援センターを訪問し、あらかじめ取り

まとめておいた単Ｐの要望に対する回答を頂きました。物事には基準

があり、すぐに改善してもらうことは難しいかもしれませんが、我々

が声をあげ続けることで基準を変えることができるかもしれないとい

う希望を持つことができる前向きな訪問となりました。

センター訪問の後は美味しいお食事をいただきながら懇親会を開催。

島嶼部より大島海洋国際高校のＰＴＡ会長さんをお招きし、海洋系の

学校が抱えている問題点について伺うことができました。

２月には「音♪語りあおうよ」というテーマのもと中部南地区生徒

発表会を開催しました。神代高校のアコースティックギター同好会、

目黒高校吹奏楽部、狛江高校箏曲部の演奏を聴きながら、加盟校の

親睦を深める素晴らしい情報交換の場となりました。

今後は未加盟校にも働きかけながらより活動の充実を図ってまいり

たいと思います。                                        

中部南地区

中部北地区では毎年６月に歓送迎会、１月に賀詞交歓会を開催し、その他の企

画では本年度は、単Ｐの各委員会が参加しての情報交換会と講師をお招きし共感

の文章術におけるコミュニケーションのセミナーを開催しました。また、練馬

工業高校さんの５０周年記念式典も地区加盟の会長さんが全員参加し、盛り上が

りました。

中部北地区は加盟校が１４校とバランスの良い数で、いつも和気あいあい楽しい地区活動をさせて頂いて

おります。 単Ｐでもそうですが、どうせやるなら楽しくやろうＰＴＡをモットーに、会長同士がコミュニ

ケーションをとり、各高校の諸問題を地区会議で話し合い単Ｐへと持ち帰り、各高校の活動に活かしていま

す。やはり、単Ｐの活動だけですと分からないこともあり、地区での会議はとても大切なことだと気づいて

くださる新会長さんがほとんどですので、地区会議はこれからも継続していくことが大切だと思います。

この輪を、もっと

未加盟校にアピールし

都高Ｐ連もより発展

していけるようご協

力させて頂けたらと

思います。

中部北地区
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東京都の多摩地域をほぼ中央線で南北に分けた北側が、私達西部北地区連合会

です。 初めてＰＴＡ会長を引き受けた方、経験のある方、子供は卒業したけれ

どＯＢで残っている方、色々な立場の人が協力し合って活動しています。

ＰＴＡ活動をする中で、疑問が浮かぶこともあるでしょう。そういった時の為

に地区連合会があります。地域的な共通点も多く、情報交換をするのにこれほど心強い仲間はいません。地

区の会長会を開いたり、学校経営支援センターに陳情したり、スポーツ交流会を開催したり…と、年間活動

を工夫しながら続けています。

ＰＴＡ活動には、はっきりしたゴールはありません。すぐに成果が表れるものでもありません。損か得か

と聞かれたら、決してお得な活動ではないかもしれません。そうした高校ＰＴＡの中心になって活動してい

る単Ｐ会長さん達の意見交換場所、本音をこぼし合える場所になれれば…と思っています。

２６年度の活動を紹介します。

＊西部北地区会長会＊                             ＊スポーツ交流会＊

平成２６年６月３日、９月１０日（臨時）            ソフトボール大会…平成２６年１０月１３日

平成２７年１月３１日、４月１６日（予定）

＊西部南地区との合同情報交換会＊

平成２６年１２月１３日

西部北地区

現在西部南地区には南多摩地域８市に所在する２１校が加盟しています。奇

数月の第一金曜日に会長会、偶数月の第一金曜日に役員会を開催しています。

具体的には、「文化交流発表会の開催」「西部北地区との交流」「西部南地区加盟

校相互の交流」という３つのテーマで活動しています。

その中でも最も大きなイベントが毎年５月に開催している「文化交流発表会」です。「子どもたちが部活

動などの成果を広域に発表でき、高校生同士が交流できる場を」との思いから、２０１２年府中グリーンプ

ラザにて第１回を開催して以来３回を重ねてきました。 企画、資金集め、参加校募集、会場準備、司会進

行等、すべて西部南地区メンバーで行っています。 そして、２０１５年は場所を調布市グリーンホールに

移し、さらに規模を大きく開催することとなり、準備を進めています。課題は多いですが今後も西部南地区

の主な活動として継続できればと願っています。

「西部北地区との交流」も積極的に進めています。同じ多摩地区の保

護者同士が情報交換会、スポーツ交流会等を通じて、親睦を深めると

ともに、課題・問題を共有し、解決に向けた真摯な情報交換が、単Ｐ

の活動にもプラスになっています。「西部南地区加盟校相互の交流」と

して全国大会での懇親会、ボーリング大会などを企画しています。地

区活動はどうしても会長が中心になりますが、他の役員さん相互も知

り合える貴重な機会です。今後も西部南地区の団結力と行動力を大切に活動していきたいと思います。

西部南地区

東部北地区・情報交換会

2014/11/29(土)

於：工芸高校会議室

今年度の東部北地区のイベントは、大真面目に「情報交換会」。

各学校の会長・副会長・会計など総勢５０名ほどが参加しました。

「副会長テーブル」と「会計テーブル」に分かれ、それぞれの苦労や悩みなどを

話し合います。現在抱えている問題点に対して、他の学校の工夫やアドバイスが

聞けて、「とても参考になった」「来て良かった」という感想が大多数を占め、大変

有意義な情報交換会となりました。

東部北地区



                         8

足立区にある青井高校は、将来

の進路を見据えた多種多様の講座

や数多くのインターンシップ先を

備えた、キャリア教育の重点支援

校です。中退者が多かった数年前、

卒業への意欲づくりや学力向上の

ための“まなぶ”部活動を、教員

と生徒が自発的に立ち上げた歴史

を持っています。

その部活動が発端となり、平成

26 年度から新たな“まなぶ”部活

動への取組みを開始しました。部

活（校内学習）と NPO 法人との連

携です。土曜日の 2 時間（年間 15
回）、都内で無料学習支援活動を展

開している NPO 法人キッズドア

から大学生を派遣してもらい、参

加生徒の 1 人ひとりに応じた学習

プログラムを実施するという内容

です。

あくまで部活動なので、参加は

生徒の自由意志です。「今年度は希

望者が殺到したので、年間 15 回必

ず出席することを要件にした結果、

50 名の希望者に絞られました」と

語る藤田正美校長。こうして大学

生を講師とした“まなぶ”部活動

が始まりました。

1 学期・2 学期を通し、部活動を退

いていった生徒もいましたが、続

けて参加している生徒の学力は英

語・数学ともに着実に向上し、定

期試験においても目に見える形で

の成果を上げています。「お兄さ

ん・お姉さんの年齢にいる大学生

の親しみやすさも、勉強を続ける

大きな動機になっているようです」

と加藤正和副校長。初年度の確か

な手応えを得て、27 年度も継続

していく予定です。

右から）藤田正美校長、加藤正和

副校長

藤田校長・加藤副校長を中央に都

高Ｐ連取材陣

都立青井高等学校訪問 NPO 法人と連携 “まなぶ”部活動で、学力向上を目指せ！

これからの予定  於・国立オリンピック記念青少年センター

5 月 21 日（木） 新旧全都会長会   6 月 6 日（土） 広報誌コンクール ・ 第 27 回定期総会           
7 月 11 日（土）   第 27 回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会        

第３回全都会長会が開催されました 於・国立オリンピック記念青少年センター

【年 3 回発行】次号は新年度体制で『第 27 回定期総会』『東京地区大会』を特集予定。ご期待ください！

印刷：株式会社アポロ社 TEL：03（3954）5011

平成２７年２月２１日（土）、第３回全都会長会が開催されました。今回の目玉は新しい形の情報交換です。

グループに分かれず、意見や疑問等発言して頂きました。今後も、ただ説明を聴いていただくだけではなく、

一つでも持ち帰って頂けるもののある会長会を目指したいと考えています。お気づきの点等ございましたら、

事務局までお寄せください。

注目の会長選挙は平成２７年３月１８日（水）、センター棟３Ｆ ３１０室で７時３０分から行なわれました。

松本成仁・原田 仁・六郷伸司・榊原正人（敬称略）以上 4 名の候補者の立候補演説と推薦者の応援演説が行

なわれたのちに、会場を閉鎖して厳正な投票が行なわれました。有効投票数６９票、一回目で上位二名が選ば

れ、二回目は二名が同数、再度の決戦投票の結果、原田 仁氏が選ばれました。原田氏のプロフィールは次号

にて定期総会とともに改めて紹介いたします。


