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愛されて育つ・・・ 
生まれてきてくれて本当に嬉しかった・・・ 
いてくれるだけでありがとう・・・
という想いで守られて育った湘南学園の子ども達の心は、優しさに満ち溢れています。
PTA 創立 70 周年。
歴代のすべての方 の々夢と希望の湘南学園 PTA。
私たちはその中で活動させていただいています。数千、数万人の方 に々お力添えを
頂いたお陰で今があるのです。 そして、その方々が喜んで、私たちを誇りに思って
頂けるような PTA にしなくてはならないのです。
子ども達一人一人を大切にし、個 の々違いを楽しみ、共にいることを喜び合えるように、
すべてを調和させていくことが PTA 活動の夢であり希望でもあるのです。

夢、愛、希望の満ち溢れた湘南学園PTA

次年度は委員会にチャレンジ！
新学期には、新しい委員の選出があります。「次期は委員をやってみようかな」「活動内容がよくわから
ない…」といった方々のために、直接関わる機会の少ない【バザー委員】【母の文庫委員】【水の輪委員】
にスポットライトを当て、今年度ご活躍いただいた委員の方の生の声をご紹介します。

Q1. 主な仕事内容 　Q2. 年間の活動日数 　Q3. よかったこと、楽しかったことなど
Q4. ズバリ！大変だったことは？ 　Q5. 次年度に向け、委員会を PRしてください。質 問 内 容

Q1

出店者説明会を開催して、各出店団体さんに、バザー当日の流れや諸注意などを
説明したり、バザーの進行、会計処理、会場・備品の準備、ゴミなどの管理、搬
入車両の案内、会場や駐輪場見回り、掲示物作成など、バザーを実行する上での
全体的な仕事です。

Q2 バザーが終了するまで、ほぼ週 1 回。15 日前後の活動日数でした。

Q3
中学や高校の保護者の方など、普段は接する機会のない方とお話することが出来
たこと。学園内の知り合いが増えて、とてもよかったです。

Q4
バザー前日・当日は、机の搬入や搬出など体力勝負の仕事が多く、翌日筋肉痛に
なりました。

Q5

バザー委員は大変と言われていますが、活動期間はバザーが終わるまでと短期集
中ですし、バザーが無事終了した時の達成感を味わうことができました。各学年
の委員さんとも仲良くなれて、とても楽しく活動できました。体力に自信のある
方、イベント好きの方にはぴったりの委員会です。

Q1
PTA 活動を父兄の皆様にお伝えする広報誌「みずのわ」を制作します。いくつかのチーム
に分かれ、企画・ページレイアウト・原稿依頼・写真撮影・編集などの作業を行います。
冊子作りや PC に関する特別な知識や技術は必要ありません。

Q2 今期は発行が 2 回。活動日数は 16 日程度でした。 

Q3
色々な学年のお母様方と知り合え、学校のことや習い事などの情報交換や、子育ての 
悩みなどを話せたこと。毎回笑いながら参加でき、この楽しい時間がずっと続いたらいい
のに、と思ったほど楽しかったです。 

Q4
十数年ぶりの PC 作業。スマートフォンに慣れてしまったので、うまくキーボードが打てず、
1 つの文章を作るのにとても時間がかかってしまったこと。 

Q5
水の輪は一番大変だよ ! とよく言われますが、そんなことはありませんでした。みんなで
協力しながら、写真を撮ったり、届いた原稿を確認したり、様々な工程を経て 1 つの冊子
を作り上げます。完成した冊子を手にした時の感動は、この水の輪でしか味わえません。 

Q1
「母の文庫（図書館）」の管理と広報活動。委員になり「母の文庫って何？」ではなく、
「母の文庫ってどこ？」と思われていることに気づきました。ポスター作成やイベン
ト時にあわせたオープンデーなど、新しい取り組みにも力を入れました。 

Q2 月 1 回の定例会に、イベント時にも集まります。グループ分けして仕事を分担して
いたので、個人の負担は少なく、持ち帰り仕事が主でした。 

Q3
委員同士仲が良く、本当に楽しく過ごせました。「たて（幼小中高）のつながり」が
できたことで、情報交換や子育ての悩みなども相談できました。また、本に囲まれ
た1年間でしたので、新書をいち早く手に取ったり、本に触れる時間に癒されました。 

Q4
大変…という感じはなく、小さい子がいても活動できるようにプレイルームを整備
して下さったり、気がねなく楽しく活動できました。 

Q5

自由度があってとても楽しいです。「母の文庫」を知ってもらうためにできることが
まだあると思うので、話し合いの中で積み上げていく楽しさを感じながら、ぜひ密
度の濃い 1 年間を過ごしてください。皆さん仕事があったり小さいお子さんがいた
りと同じなので、怖がらずに役員に参加してもらえると良い経験になると思います。 

ザー委員バ

の文庫委員母

の輪委員水
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↑学園グッズ販売 

制服リサイクル→

PTA バザー バザーの企画運営の過程で、 私達は心温まるご支援を沢山頂きました。 また、 皆様のお気持ちがひとつ
になり、 バザーが築かれ、 大盛況で無事に終えることができました。 皆さま、 本当に有り難うございました。  

本　部

後　援　会 サポーターズ

バザー委員

バザー委員長より
2017.10.1SHONAN GAKUEN PTA BAZAAR

高１

小１

小４高２

小２

小５高３

小３

小６

中１ 中２ 中３ 幼

出店内容を３点決めた後、クラス毎
に担当を決め、実行。クラスバザー
の皆様の主体的な行動力のおかげ
で、バザー当日を迎え、楽しくやり
終えることができたと思います。

シンプルなゲーム内容でしたが、景
品のディスプレイやお菓子の詰め方
を工夫し、楽しい出店となりました。
多くの可愛い笑顔に出会い、充実し
た１日となりました。

バザーでは子ども達がゲームを楽し
んでくれた事、保護者の皆様には提
供品を始め、当日早朝から終了まで
多大なご協力を頂き、共にバザーを
成功させられた事を感謝いたします。

バザーのために東奔西走！
バザー委員＆バザー常任委員の皆さん

子供に人気のキャラクターは何か…
から始まった中 1 バザー。ミニオン
をモチーフにしたダンボールフリス
ビーは大行列で大成功！メンバーも
最高で楽しいバザーとなりました。

初めて委員会に参加した時は何も分
からない状態で不安で一杯でした。
バザーは委員の皆様と作り上げる努
力の結晶のように思います。貴重な
体験をさせて頂きました。

ベストなチームワークで「チーム湘
南学園」として頑張りました！準備
は大変且つ楽しくもあり、最後は子
ども達の笑顔が私たちの達成感へと
つながりました‼︎

「チーム湘南学園」の一員として、
学園の行事にご尽力いただいている、
後援会会員の皆さんです。

子ども達に喜んでもらえるものは？で
始まり、子ども目線で試行錯誤しなが
ら準備をしました。クラスバザーの絆
も深まり、秋晴れの中賑やかに販売
終了。皆様に感謝しております。

子ども達の喜ぶ顔を思い浮かべなが
ら袋詰めや飾り付けを工夫し、当日
は袋を手に取った笑顔の子ども達で
いっぱいになりました。頑張った甲斐
があった！と大変嬉しく思いました。

バザー最後の年なので今までの経験
を生かしてクラスバザー、学年バザー
委員一致団結し最後を締めくくる事が
出来ました。可愛いキッチングッズを
求めて横浜にも行きました。

水中コインゲーム▪餃子 / タオル / 手
作り品販売をしました。この学年での
ゲームは三度目。母達も手慣れたも
の！餃子美味しい！のお声に感激、皆
様のお力に感謝の日となりました。

「お父さんの炭火焼き」
焼きそばとフランクフルト、今年はお
母さんとの手作りコラボパンも登場！

クラスバザー６名が多忙の中、力を
合わせ、時には各々で準備を進めま
した。また保護者様の沢山のご寄付、
お手伝いのご協力により大盛況に終
わりましたこと感謝申し上げます。

今回多数のご寄附を頂き、お客様に
大変喜んでいただきました。全員で販
売方法・配置など工夫し、完売出来
ました。お手伝い下さった方々とも交
流が出来、良い経験となりました。

今年は、幼稚園全体で初めて参加し
ました。準備は多岐にわたりますが、
一から作り上げていく楽しさ、形に
なった時の喜びは学年の垣根を超
え、有意義な時間を過ごせました。
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9：30 〜 開会式 ・ 贈呈式

9：00 ～ 受付15：30 終了

10 ： 00 〜 地域清掃 （45 分間）

11：00〜 湘友会（お茶のふるまい）
11：00〜くわの実（しおり作り）

11：00〜 ル・レーヴ（30分）12：00～ カフェテリアランチ（無料）

同日活動！  Wild Flower Garden

13：15〜 折り紙ヒコーキ

13：15〜 プラレール さあ、楽しい１日の始まりです！

園児から中高生徒会へヒマワリの種を贈呈

充実の 1 日、皆様、お疲れ様でした

うわー！長い、どこまでも！

カレーライスも、中華そばも美味しかった
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し
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壇
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し
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学園周辺キレイさっばり、掃除って気持ち良いな！

日本の心、和の心
くわの実、読書の秋

お父さん、 お母さん、
        子ども達、  地域の皆様が

集う   1 日

2017.  11.12 スタート

START!!

ゴール

GOAL!!
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 P T A の 日



　PTA 教養講座として始まった陶芸教室。今年
は 30 周年を迎え、7 月 17 日祝日に、過去最高
参加者数 104 名で盛況に行われました。 
　陶芸家の佐藤和彦先生のもと、粘土を練って
お皿の形を作り、弁柄という顔料で絵を描いて
頂きました。参加費は1500 円でした。夏の間に、
先生によって焼成され、9 月 2 日に完成品の引き
渡しがされました。 
　皆さん、出来上がった作品の底をやすりにかけ
て、ご自分の作品を大満足でお持ち帰りになられ
ました。 

　本年度 PTA スポーツ交流会実施にあたり、2013 年度より開催の無かった「ソフトボール大会復活！」を PTA 設立 70
周年記念として目玉にし、川井学園長はじめ総勢 108 名ものご参加を頂戴することができました。ソフトボール・ドッジボー
ル他、横浜市綱引き連盟副理事長によるレクチャーを踏まえた綱引き大会など、先生方、保護者の皆様、子ども達が真剣
に参加し、笑い、汗を流す、湘南学園ならではの温かい交流の場となりました。 

過去最高参加者数 104 名。夏の素敵な思い出に！ 

教養講座 「陶芸教室」 

PTA 設立 70 周年特別企画 

帰って来た！スポーツ交流会

2017.7.17

2017.9.10

佐藤先生のレクチャー

大勢の方にご参加いただきました

横浜市綱引き連盟 副理事長によるレクチャー 

綱引き＆ドッチボール それぞれ子供の部、 大人の部に分かれ、 どちらも一生懸命戦いました 

参加賞に子ども達も大喜び！ 

ソフトボールは、アリーナ側とバッ
クグラウンド側の 2 箇所で試合 

粘土を練って、 弁柄顔料で絵付け 

個性あふれる作品の完成 ! 

PTA援助費企画

PTA教育文化事業

各クラスPTAの懇親目的と、より一層の活性化を図るために、1997年度からスタートしたPTA援助費企画。
本年も、各学年代表役員の皆様、ご協力どうもありがとうございました！ 

人形劇団ポポロによる人形劇「ばけものづかい」古典落語
「化け物使い」をもとにして作られたお話。古典落語の世
界が、人形劇によってどのように広がりを持つ世界になって
いくかを楽しんでもらえました。

（12 月 19 日） 

手話を取り入れたボーカル
＆パフォーマンスグループ
「HANDSIGN」をお招きし、
生徒全員で手話と音楽に触れ
ました。

（12 月 9 日）

テーマ「リンゴマ」
太鼓のリズムで体が自然
に動いちゃう！コンゴのスー
パーパーカッションとダンス

（10 月 26 日）

小学校

中高校 幼稚園

年　少

10月18日
手作りハーブ

ソルト

年　中

11月2日
こけ「terrarium」

作り

年　長

10月11日
中国茶会

小　１

10月26日
「小学生からの

育ち合い・その子
らしさと意欲を
伸ばそう」講演

小　２

7月4日
インナー

ビューティー

小　３

7月10日
「子どもを犯罪

被害者に
させない」講演

小　４

11月6日
親も学ぼう！

性と生〜子ども
たちの思春期

小　５

6月30日
家庭で伝える、

いのちの話・
思春期の親と子

小　６

7月13日
コサージュ作りを

楽しもう！

中　１

11月6日
思春期の子ども
とのコミュニケー

ションのコツ

中　２

11月29日
食に関する

セミナー

中　３

1月17日
薬膳料理教室

高　１

10月19日
鎌倉プリンス

保護者のための
レジリエンス
プログラム

高　２

11月29日
ボーリング教室

＆ランチ会

高　３

7月4日
アスリートの
食に関する

セミナー
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