保護者会の活動紹介

第19回

正智深谷高等学校ＰＴＡ
正智深谷高等学校の PTA 活動事業についてご紹介い
たします。
正智深谷高校の PTA 活動は、PTA 会長以下、深谷支
部、北部支部、熊谷支部、行田支部、秩父支部、比企支
部、鴻巣支部、南部支部の 8 つの支部に分かれており、
毎年各支部より支部長を選出し、各支部長が本部役員と
なり、1 年間中心的に活動しています。
5 月には各支部により総会を行い、6 月に全体の総会
が行なわれます。
前年度の事業、決算報告、当該年度の事業予定や新旧
本部役員改選が行なわれ、活発に意見交換などが行なわ
れます。

ます。
各支部での取り組みも様々で、日帰り研修旅行の実施
や、校内での写経体験、華道教室や茶道教室などを実施
する支部もあります。
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所在地／さいたま市浦和区高砂 4−1320 埼玉私学会館内 TEL.0488664478 FAX.0488664479

本校茶道室で行なわれた茶道教室

その他の取り組みとして、文化祭の参加などもあげら
れます。支部毎に出店やバザーなど毎年多くの PTA が
来校し文化祭を盛り上げています。
生徒の教育環境をより良いものにするための取り組み
も積極的に行なわれており、校内の植栽などに取り組ん
でいます。校内の教育環境整備にも多く関わっています。

PTA 総会の様子

PTA 全体に関わる事業としては、PTA 日帰り研修旅
行、振興大会の参加や同一学校法人である埼玉工業大学
の見学会などがあげられます。研修旅行は毎年方面を変
え、歴史的建造物や博物館などを見学し見聞を広めてい

2018 年度

埼私学保連

役員一同

1 年間お世話になりました。
新年度も引き続きご協力をよろしくお願い致します。
埼私学保連 広報部会
部会長：大山陽子
部会員：横手伸行、宮下智恵美、大島輝雄、塚本康子、
木原美由貴
次回の Vol.25 は、2019 年 9 月末頃に発行の予定です。

Vol．24

2019 年 3 月発行

植栽を行なう PTA の様子

〈今後の主な予定〉
詳細は改めてご案内いたします。
!2019 年 5 月 12 日（日）
加盟校等代表者連絡協議会
〈ラフレさいたま〉
!2019 年 6 月 2 日（日）
定期総会・懇親会 〈ラフレさいたま〉
!2019 年 11 月 3 日（日）・4 日（月）
私学文化祭
〈埼玉会館〉
!2019 年 11 月 13 日（水）
私学振興全国大会
〈ホテルメルパルク東京〉
!2019 年 11 月 28 日（木）
埼玉県私学振興大会
〈ソニックシティ大ホール〉
!2020 年 1 月 25 日（土）
研修会・新春懇談会〈ラフレさいたま〉

埼玉県私学振興大会

副会長・大会実行委員長 田村 裕

平成 30 年 11 月 12 日（月）
。本年度は会場をソニッ
クシティ大ホールへと移し、県内私学関係者 2,260 名
が参集して埼玉県私学振興大会が開催されました。
当日は、今にも雨が降りそうな空模様でしたが、その
心配を吹き飛ばす熱気の中、埼玉県副知事 飯島裕様、
埼玉県議会議長 齋藤正明様、自由民主党私学振興懇話
会会長 小島信明様をはじめ、県内私学に対して多大な
るご尽力とご支援を頂戴しております多くの来賓の方々
にご臨席いただきました。
私たちが一般社団法人埼玉県私立中学高等学校協会の
先生方と一丸となって掲げた大会スローガン「公私間格
差を是正し、学校選択の自由を保障せよ‼」
、「憲法及
び教育基本法に基づいて、私立学校に対する公的支援を
更に一層充実せよ‼」といった想いを会場全体で共有で
きた大会となりました。
第 1 部では、来賓代表の方々から高度教育の推進を
掲げる県内私学への期待と感謝のお言葉をいただいた後、
会場いっぱいの参加者の方々により大会決議案を採択し、
「大会決議文」として飯島副知事ならびに齋藤県議会議
長へ請願の想いとともにお渡しいたしました。
近い将来、その要旨が確実に成就することを期待させ
る光景でした。
第 2 部の「私学生徒の活動発表」では、始めに栄東
中学・高等学校のコーラス部による若さ溢れる生き生き

会場の様子・ソニックシティ大ホール

大会会長：小川義男

大会副会長：神山憲秀

とした歌声に会場全体が包み込まれました。その奏でる
ハーモニーは、声質の美しさのみならず、楽曲の情景を
も感じさせる素晴らしい発表でした。続いての本庄第一
中学校・高等学校ダンス部による演舞は、メッセージ性
の強い創作ダンスとポップでハツラツとしたダンスのど
ちらも中高生ならではの感情を豊かに表現していて、舞
台の演出効果と相まって、見応えのある発表となりまし
た。
最後に、春先より準備を重ねてきた本大会が、関係各
位のご協力の下、厳粛な中にも盛会のうちに開催できま
したことに、大会実行委員会を代表いたしまして御礼を
申し上げます。

ステージの様子

開会の言葉

田村実行委員長

http : //saitamashigaku.com/publics/index/19/
リンクより埼私学保連ニュースのバック
ナンバーがご覧いただけます。
「大会決議文」を行政、県議会に

栄東中学・高等学校
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第 47 回私学文化祭

広報部会 木原美由貴

平成 30 年 11 月 3 日（土）・4 日（日）、埼玉会館において「芽〜成長の喜び〜」をテーマに埼玉県内の私立高校合同での「私学
文化祭」が開催されました。
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埼玉県私学振興大会 反省会・懇親会

広報部会 宮下智恵美

平成 30 年 11 月 24 日（土）、ラフレさいたま
において、11 月 12 日（月）に開催された埼玉県

会場内は、美術・書道・写真・生活文化・研究発表等の作品展、演劇・ダンス・和太鼓等の芸能部門、吹奏楽・合唱・箏曲・軽音
楽等の音楽部門に分けられ、中学・高校に通う生徒たちが日頃の練習成果や研究の結果を披露していました。

私学振興大会の反省会が行われました。保護者会
連合会および私立中学高等学校協会の理事、事務

展示公開では数々の作品・研究成果に感銘し、大ホール・小ホールに分かれての舞台は素晴らしい演出で感動しました。また、参
加している生徒たちのキラキラと輝いた目がとても印象的でした。

局から 31 名が出席しました。
各専門委員ごとに良かった点、反省点などを活

感性豊かな作品とエネルギッシュなパフォーマンスで、訪れた多くの人々を魅了し 2 日間に渡る文化祭は無事に終了しました。

発に話し合い、全体で問題点を共有することで、

私学文化祭は毎年開催されており、入場は無料となっておりますので、ぜひ多くの保護者の皆様にも足をお運び頂き、若さあふれ

来年度も今年同様にソニックシティで開催される

るパフォーマンスを楽しんで頂きたいと思います。

大会をより良いものにするために意見交換を行い
ました。
その後懇親会が行われ、来年度の大会の成功を

各専門委員ごとの反省会

中高協会と合同で実施

祈念し、お互いの労をねぎらいました。

平成 30 年度 研修会・新春懇談会
副会長・研修担当 高田 徹
平成 31 年 1 月 26 日（土）、さいたま市民会館うらわにおいて、
平成 30 年度研修会・新春懇談会を開催いたしました。研修会で
展示公開の様子

生徒の作品がところ狭しと展示されていました。

会場入り口の看板

はダイエットインストラクターでお笑い芸人でもあります『ヤセ
騎士』先生をお迎えして『お笑い・食育＆ダイエット講座』と称
し、ご講演をいただきました。笑いあり、とてもためになるお話
もたくさんあり、有意義なひとときを過ごすことができました。

平成 30 年度 私立小・中・高等学校 私学振興全国大会報告

続いて、『狭山ヶ丘高等学校・同付属中学校 PTA』
、『川越東高

副会長 佐々智美

平成 30 年 11 月 20 日（火）、東京メルパルクホールにおいて、平成 30 年度私学振興全国大会が開催されました。当日は、私学
振興に造詣の深い国会議員の先生方を来賓としてお招きする中、埼玉県から約 40 名、全国から 1，
600 名近くの私学関係者が一堂
に会し、本年も盛大に執り行われました。
自由民主党参議院議員の先生方を中心にいただいた来賓のご挨拶では、「近く実施されるであろう消費税増税が私学の学校経営に
影響を及ぼさないよう配慮していきたい」といったお話や、「グローバル化が急速に進む日本において、今後の雇用問題や時代・社

等学校・父母と教師の会』による活動発表も素晴らしく、まさに
平成最後に相応しい大盛況の研修会を開催することができました。
その後の新春懇談会では、地域ブロックごとのテーブルにて懇親
を深め、ヤセ騎士先生にもご出席を賜り、大変盛り上がりました。
ご参加いただきましたご来賓の皆様、OB の皆様、理事・会員の
講演会

皆様、誠にありがとうございました。

ヤセ騎士氏による講演の様子

会の変化に合わせた教育を行うことの大切さを考えながら、私学の隆盛のために共に力を合わせていきたい」といったお言葉をいた
だきました。
その後、大会決議案として

・私立学校の経営の健全化や保護者負担の軽減等
のため、私立学校振興助成法の目的に基づいた
補助金等の大幅な拡充
・ICT 環境の整備促進のための補助の大幅な拡充

高田副会長による「お礼の言葉」

神山会長挨拶

狭山ヶ丘高等学校・同付属中学校 PTA の報告

川越東高等学校保護者会の報告

新春懇談会の様子

ヤセ騎士さんも参加され懇親を深めました

・学校施設の耐震化や、既存の施設の老朽化対策
への補助の拡充
・公私間格差是正のための、学校就学支援金制度
の拡充
の 4 点についての採択が行われ、賛成多数にて可決されました。

東京メルパルクホールでのひとコマ

