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令和４年度 沖縄県ＰＴＡ連合会 定時社員総会

６月５日（日）浦添市のアイムユ
ニバースてだこホールにて、定時社
員総会が行われました。
予算案、新旧役員の交代などが決

議され、講演では「沖縄県における
学校体育の推進」と、「部活動の地
域移行」等について話されました。
特別講演では“やなえもん”さんによる
「命の授業」が行われました。
表彰式において、沖縄県ＰＴＡ連

合会の活動に尽力下さった伊禮前会
長をはじめ各地区・委員会の多くの
方々の表彰が行われました。皆様、
誠にありがとうございます。無事に
開催でき、会場設営等、事務局の皆
様にも心より感謝申し上げます。
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いけままもる

■会 長・池間 守 【中頭】
きしもとようへい

■副会長・岸本洋平 【国頭】
あむろあつし

■副会長・安室 厚 【那覇】
たまき ひろのり

■副会長・玉城博紀 【島尻】
おくまちかこ

■副会長・奥間千賀子【校長会】

三役紹介

常置・特別委員会引継ぎ及び説明会 2022年6月17日開催

浦添市産業振興センター・結の街
にて、昨年度の各委員会活動報告と
今年度の活動計画について発表があ
りました。また、今年度実施される
『第６７回日本ＰＴＡ九州ブロック
研究大会・おきなわ大会』の役割に
ついて説明があり、和気あいあいと
盛沢山なキックオフとなりました。

（写真）左から ： 玉城副会長、岸本副会長、
池間会長、安室副会長、奥間副会長
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県Ｐ全般に関する企画調整などを行う委員会です。
事業の予算や単Ｐ・地区Ｐとの連絡調整、県Ｐ童話お
話意見発表大会など広い範囲で活躍しています。

ＰＴＡ活動に係る研修に関する調査研究をします。
WithコロナにおけるＰＴＡ活動アンケートなどを企画
し情報提供しています。

各委員会紹介① ＜常置委員会＞

総務企画委員会

調査研究委員会

コロナ禍が明けてＰＴＡ活動が再開した
時。新しい活動のカタチが出来ていること
でしょう。 “新しい活動のカタチ”について
のアイディアや情報を共有し広げて行く事
を目指しています！

今年度は、九Ｐ沖縄大会を成功させる為、
全常置委員会が一枚岩になり諸事業に取り
組みたいと思います。皆様ご協力お願い致
します。 美ら島おきなわ「クリーン作
戦」なども企画して九州からのお客様をお
招きしたいと考えております。
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大人が学ぶ性教育＝正しい性教育を通して自分の体
について科学的に学び、自分の体を大切にしたいとい
う「自尊感情」を育てる。これを子どもたちに伝えて
いく役割を担い活動しています。

家庭教育、保健衛生、食育など、子育てに関する役
立つ情報をお届けするよう活動しています。

各委員会紹介② ＜常置委員会＞

健全育成委員会

家庭教育委員会

今年度こそリベンジです！
昨年実施に至らなかったネットモラル・
ゲームについての企画を実現させます！！

今年度は思春期保健相談士の徳永桂子さん
を講師に迎え講演会を開催(予定)。コロナ感
染状況を見ながら、県内のビーチなどで、清
掃活動の実施をと考えています。子どもの健
全育成を皆さんも一緒に考えてみませんか？
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九Pや県P理事会と連携を保ちつつ、健全なこどもの
育成を目指し、母親の教養を高める研究活動、子育て
を通し親力向上に関する研修会等を企画実施しており
ます。

県Pや地区Pの様々な活動を県内のＰＴＡ会員に広く知
っていただくための委員会です。広報紙の発行と県
ＰＴＡ広報紙コンクールの選考なども担当しています。

各委員会紹介③ ＜特別委員会＞

母親委員会

広報委員会

各地区から派遣された委員と今年も楽
しく活動していければと思います。今年
は広報紙だけでなく、SNSも活用して情
報発信できればと考えています。目指せ
フォロワー、１万人‼（笑）

昨年度は県Ｐ会館の会議室を中心に
研修会を実施してきましたが、今年度
は場所も対象者も広げて活動できれば
と思っています。
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池間 新会長あいさつ

令和４年度、（一社）沖縄県ＰＴＡ連合会会長に
就任いたしました、池間 守と申します。
中頭地区からの選出です。
単位PTAは西原町立西原中学校に所属しています。

今年度は「第６７回日本ＰＴＡ九州ブロック研究大会
おきなわ大会」が９年振りに沖縄アリーナを主会場に
開催されます。コロナ禍により、過去２年間は通常開
催ができず、３年振りに本来のリアル開催を予定して
おり、九州、沖縄の日々PTA活動に尽力されている皆様
に取って、多くの学びと、出会い、交流を通して成長
が促せるそんな大会を目指しております。

SDGｓ（持続可能な開発目標）の理念の基、社会において、持続可能な開発のための教
育を推進し、持続可能な社会の創り手を育てながら、PTA、地域社会が、豊かで活力あ
る未来を創る子ども達の健全な育成に寄与できるような団体・組織を追求致します。

また、時代の流れにより、PTAの在り方が問われる現在の世の中で、「家庭、学校、
地域」の架け橋となるのがPTAだという事に誇りを持ちながら、無理なく、楽しく、
出来る範囲で意欲的に活動し、子どもと一緒に、共に学び、共に成長できる環境構築を
目指し、役員共々一層力を尽くして参ります。
引き続き皆様の、ご支援、ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
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沖縄県PTA連合会やPTA関係の行事や講演
が多数あります。開催予定は都度、ホー
ムページや広報のSNSにアップしてご案
内いたします。

７月・８月の主な活動紹介

第７０回日本ＰＴＡ全国研究大会 山形大会
https://yamagata-2022pta.com

沖縄復帰５０周年記念大人も子どもも輝くプロジェクト
君の可能性が未来を変える
https://egao-kirawaku.com/event/

い～ネットおきなわ大人の学び合い２０２２
～しくじりから学ぶ スマホの使い方～

※2022年7月2日開催
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順 位 単Ｐ名 広報紙名 寸 評

最優秀
那覇市立

真嘉比小学校PTA
まかんちゅ

先生の紹介にＳＤＧｓのアンケートや読みや
すいレイアウトなどとてもいい内容でした。

優 秀
那覇市立

城南小学校PTA
東苑

レイアウトが読みやすい。PTAと学校の顔ぶれ

も分かりやすい。巻頭のインタビュー特集は地
域とのつながりの中で子どもたちを育てていく
ストーリーが感じられ、読み応えがある。

優 秀
うるま市立
南原小学校PTA

力太郎
あみだクジで先生紹介は作りこんだ感じがし
た。発行回数の多さに意欲をみた。

優 秀
宮古島市立
北小学校PTA

かたぐるま
年度はじめの特別号で丸々PTA活動の紹介は、

PR効果が高いと感じる。学校内の雰囲気が良
く伝わる紙面と感じる

優 良
豊見城市立

とよみ小学校PTA
とよみ

各号ともメリハリがあり、活動の様子がよく

伝わってくる。子どもたちの写真がどれもイ
キイキしている印象がある

優 良
豊見城市立
長嶺小学校PTA

てぃーら
かんかん

年５回の発信力に伝えたい思いが感じられる

内容でした。表紙の文字が少し見えづらかっ
たのは改善点かなと思います。

優 良
恩納村立

山田幼小学校PTA
てぃんがーら

見やすく、読みやすい紙面の工夫が見られる。

幼稚園から小６までのほのぼのとした様子が
良く伝わる

優 良
宜野湾市立
大山小学校PTA

はにんちゅ
読みやすい内容で良かったですが、内容が学
校行事が多く、PTAや地域の情報が少なかっ
たのが改善点かなと思いました。

優 良
豊見城市立
上田小学校PTA

うえたっこ！
立哨紹介、毎日見かける人たちに焦点当て、
とても親しみを覚えるのではないか。

奨 励
南風原町立

津嘉山小学校PTA

愛 LOVE & 

EYEつかざん

子どもや職員の紹介のみならず、PTAの委員

会の協力依頼もわかりやすく伝える工夫がさ
れている。

奨 励
沖縄市立

比屋根小学校PTA
Let’s 根

見やすい新聞に纏まっていましたが、PTAや
地域の情報が少なかったので、PTAの頑張り
の部分を記事にするといいかなと思います。

第３３回沖縄県小・中
ＰＴＡ広報紙コンクール
結果発表 小学校の部

最優秀まかんちゅ

優秀東苑

優秀力太郎

優秀かたぐるま
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順 位 単Ｐ名 広報紙名 寸 評

最優秀
那覇市立

松島中学校PTA
笑風

学校を支える「緑の下の力もち」の企画は地道に学校
を支える活動する人々に光をあて、興味深い。SDGs

で企業と連携した企画も興味深い。松島中今昔物語は
時代の変化を感じる。

優 秀
沖縄市立

沖縄東中学校PTA
おきなわ東

卒業特集は力作。自治会活動や応援隊などの地域情報
がいい。

優 秀
座間味村立

座間味幼・小・中
PTA

ぽんみかさぁ
小規模学校ならではのきめ細かい内容は、この学校に
関わっていた人達が記念に取っておきたい新聞に感じ
ました。

優 良
南城市立

玉城中学校PTA
みずのさと

表紙がとてもきれいで、写真の使い方、構成などが見
たいと思わせる広報紙でした。もう少しPTAや地域の
情報があると良かったかなと思います。

優 良
宮古島市立
狩俣中学校PTA

潮の音
パソコンでのデザインが一般的ですが、手書きや切り
貼りなど制作者のぬくもりが感じる新聞で良かったで
す。

優 良
南風原町立
南星中学校PTA

KIRABOSHI
学校行事やPTA、地域の情報などが沢山詰まった新聞
で良かったと思います。

奨 励
北中城村立
北中城中学校
父母教師会

こだま
先生方の紹介コメントがとても親近感があり、生徒の
活動状況も伝わる内容でした。寄書はとても素晴らし
いアイディアです。

奨 励
浦添市立

仲西中学校PTA
がじゅまる

写真の使い方が上手かったのですが、写真に対する記
事が少ないので、もう少し記事を充実させるといい新
聞になると思いました。

第３３回沖縄県小・中ＰＴＡ広報紙コンクール
結果発表 中学校の部

最優秀笑風

優秀おきなわ東

優秀ぽんみかさぁ
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主 催： 九州ブロックＰＴＡ協議会
主 管： 一般社団法人沖縄県ＰＴＡ連合会
共 催： 沖縄県(予定)、沖縄市、名護市、うるま市、沖縄県教育委員会(予定)、

那覇市教育委員会、宜野湾市教育委員会
後 援： 文部科学省(予定)、公益社団法人ＰＴＡ全国協議会(予定)、那覇市(予定)、宜野湾市、豊見城市(予定)、

沖縄県市長会、沖縄県町村会(予定)、沖縄県市町村教育委員会連合会(予定)

沖縄県小学校長会、沖縄県中学校長会、沖縄市教育委員会、浦添市教育委員会
開 催 日： 令和４年（2022）12月17日（土）～18日（日）※12月16日（金）運営打合せ会・レセプション
会 場： 【分科会】 県内６会場 【全体会】沖縄アリーナ

今年は、九州ブロック研究大会が沖縄にて開催されます！各分科会会場にて県内外の
各学校のＰＴＡ活動での課題や取り組みが紹介されます。
参加者を通して県内外での取り組みが各学校のＰＴＡ活動の参考になれば幸いです。
何より大会がスムーズに実施できるよう皆さんの応援・ご協力よろしくお願いします。

御案内◎
大会ＰＲこちらYouTube

にてご覧いただけます→
https://youtu.be/ccKSC7Smvp8
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フォロー、シェアお願いします ♪

広報委員会より◎

◎編集後記◎

今年度は広報誌での情報発信に加え、沖縄県
PTA連合会広報委員会SNSとしてInstagramと
Facebookを立ち上げ活用することで、各地区や
学校のPTA活動の取り組みをより広く知って頂
く機会となれば幸いです。

Instagram Facebook

広報紙492号を発行いたします。

今年度は思い切って、横長のペ

ージ構成としました。

今年は、徐々にですがPTA活動を

対面で実施する機会も増え、

各学校の広報活動も活発なると

期待しています。

今年１年宜しくお願いします。

（広報委員長 荒木正隆）
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