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年度�� 
 �野�ＰＴＡ���は、��するＰＴＡ��を⽬指し、「チーム�州ＰＴＡ７０周年
ビジョン」を掲げ�たなる⼀�を踏み�しました。時代の流れに�ったこれまでの歴史

を⼤切にしながら、「⼤�の�びの��の提供」と「���団体との更なる��」を�

ることで�州ＰＴＡモデルの�現を⽬指します。

 ��においては、���問題と共にグローバル�といった��的��に�した��と
ＧＩＧＡスクール構想におけるＩＣＴ��や���指��領などの�たな���⾰と現

状を把�して、�州�体がチームとなって�どもを�もうとする⾵⼟作りが必�です。

また、⼀つひとつの��・単�ＰＴＡが�くことで、�州�体の��⼒の向上に�がる

と�えます。そのために���団体と��を�め、郡�ＰＴＡを�⼒で�援し、�年度

は、児��・⽣徒�にも�⽬していただき、未来を担う�どもたちの内に�められた⼒

を�じ�り、�どもたちに「⽣きる⼒」を�えることのできる�のＰＴＡ活動を⽣み�

していただきたいと�えています。

 さて、昨年度に�き�型コロナウイルス�染�が�界中で��を�るい蔓�していま
す。�年も��や地域で年中⾏事などが⼗�にできない状況にあります。�優先される

ことは�々の⽣�、��を�り、��の��を�⽌することです。そのために、ＰＴＡ

活動においては情�を冷�にとらえて決して�理をせず、�染�⽌などに配慮しながら

活動を⾏うことを�⼀にしたいと思います。しかし、このような状況のなかでこそ、�

�・��・地域・⾏政・�業が英知を��し、⼯夫しながら�たな�点で活動を⽣み�

し��させていくことが必�であると�えます。そして、��代を担う�どもたちが、

コロナ�やICT��の��などの⼤きな��の�⾰の中でも⾃�の�を失うことなく、友
だちと共に主体的に⽣き⽣きと�んでほしいと思います。

そのために、�PTAとして�どもたちが�ぶ�味を�かにして、�来への�を�体的に
もてるように、キャリア形成への�援をして�りたいと思います。また、�年�界�体

で�⽬されている「ＳＤＧｓ」（持�可�な開発⽬標）を�どもたちと共に�び�い、

�⼀��り�さない��の�現に向けて、�たち�野�ＰＴＡ���としても�り�ん

でいきたいと�えます。

 そして、何よりも��では�と�どもが向かい�い、�を�かめながら���体で共
に⽣き抜く⼒を�っていただくことを願っています。

「陽はまた昇る。」

 コロナ�におけるこの�局を「�」の精�で、PTA�員が⼿を�え、笑�で協働して
いきたいと思います。そして、�界に�る�かな⾃�と歴史ある�彩な��に�れたふ

るさと�州を、未来を�す�どもたちにしっかりと�き�いでいきたいと思います。

「�(ゆい)」
�州ＰＴＡモデルの�現に向けて

「�びと��」を�め「��」しよう�

〜すべては愛する�どもたちのために〜

【令和２年度正副���事・令和３年度正副���事予�者

および�旧保�者�事オンライン���】



令和3年度新役員紹介

＜��久＞ ⻄� 元和  �井 英昭  �⽥ ��
＜上 ⼩＞  �津 貴�    半⽥ ⼤� 
＜更 �＞  柳� ��    黒岩 �� 
＜� �＞  � 義国 
＜上伊那＞  酒井 �司    中� �江 
                   下� ⼀� 
＜⽊ 曽＞    上⽥ 浩�     千� 有��
                   �沢 ��
 ＜� 筑＞          �� 昭�
＜� � 野 �＞     内川 ��
＜⼤ 北＞   � しのぶ  �� 朱� 
＜���＞   内�  �   古�   �   ⻘� �郎 
＜上�井＞            牧  �也
＜中 �＞ ⻄� 和樹   �⽥ �⽣     ＜
上�内＞            �⽥ �� 
＜� �＞   吉�  �吾   池⽥ 佳奈�
        ⼤� 永利�
＜�野�＞   ⼩林 正和   伊� �知�
      中� ��
 ＜�師�事＞ 柄� ��  川� ��
        平井 �重�
＜保�者�事＞  柄� みゆき
 ＜�����＞ 林   ��
 ＜事 � 局＞ ⼩� �⼆
        �上37� （��略）
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� �        � �   �      �伊 ・伊賀良⼩  
副�� 東�     ⽮ � � �      更� ・�⽣中
    南�  ⽊ �  �        �� ・��⻄中
    中�  ⻄ � 盛 �    ⼤北 ・⼩�⼩
    北�  � 川    浩     上�井・常�中
    ��  � ⽥ 愛 �    �野�・城�⼩
    �師  � 牧 � 和    �野�・芋井⼩�
専�理事  ⻄ �     �  事�局（���助担当）
�事 �� �⼆ ��野� 三�中 �� 陽� 上⼩ ��中
   �� 友司 更�   ��⼩
�問      ⼤ �   �    上⼩・��⼩
理事 ＊16郡�代�保�者理事のみなさん
��久  ⼩林   �       �久�中    上⼩   ⼩林  ��   和⽥⼩
更 �  ⽮ � � �(兼) �⽣中       ��   ⽊�  �(兼) ��⻄中
上伊那  有賀  ⼤�     南�輪中      �伊    牧内 �       �井場⼩
⽊ 曽  ��  ��           上�⼩        �筑      �下 和⼰     ⽚�⼩
��野� 向� �⼆郎     �科北中        ⼤北      �� �⽣     ⼤��⼀中
���  �� �帆  �⽥中     上�井    �� �和  �洲⼩
中 �  吉�  �   ��中    上�内  ⼤ ⽇ �  �   ⼩川⼩
� �  ⼤⽇� 正喜  常�⼩    �野�  野⽥ 和� �野東⼩
��理事 ＊4ブロック2�ずつの��代�です。
東�    林  � � � ��久   野岸⼩      �� �� 上⼩   上⽥北⼩
南� �� 千佳 上伊那    南�輪⼩     伊� �江 �伊    �⽥東中
中�    ⻄� ��   ��野� ��南⼩    �� 留理�   ��� �野中
北� 三�    恵    上�内     ⼩川⼩     ⻄� 奈々�  �野� �立�野中
�師理事 ＊各郡�PTAの��先⽣�です。
酒井 和� 上⼩        �川⼩�   �尾 昭� ��        ��⻄中�
⼩平 知⾏ �伊        �川中央⼩� �� �佳 �筑       ⽚�⼩�
�江 �司 ⼤北        �川⼩�   ⻄� �⼀ 上�井    �上⼩�
鈴⽊ �� 上�内    三�⼩�      �川 史� �野�    �野⼩�
�師�事

�� 顕� 上�井    ⼩�⼩�         �井 範�  更�      南�⼩�
�� 卓� �野�    ��⼩�    �� 由希� �野�   三�柳⼩�
保�者�事

�味 �� 上�井    ��中    ⼩野 みさき �野�   城�⼩
⽯⽥ �� �野�    ��⽥⼩   �岸 優�  �野�   若�⼩
�� 丈� �野�    ⻄�中    上� 佑�� 更�      上�⽥中
⽯� 晶� �野�    ��⽥⼩   ⼩� 奈々  更�       南�⼩
�����員 ＊�P��を��作成しています。
� � 顕 �(兼)上�井 ⼩�⼩�         千野 �奈  �野�  下氷�⼩頭
⼩林 恵�� �野�  吉⽥⼩     �� 奈々  �野�   �茂⾥⼩
黒岩 �貴  �野�  �代⼩     ⼩林 朋�  �野�   �王⼩
�� ��  �野�  古牧⼩     �⽥ 知恵� �野�   柳�⼩
⼩林 武史  �野�  附属�野⼩   ⼤⽇� �� �野�   芋井⼩
�野�PTA���事�局
池⽥ �⼀ ⽊内 �� �川 さやか（���助）
動����別�員  ＊YouTube等を利⽤して動�を作成します。
⻄� 元和 ��久 �久�中    ⼩林 正和  �野� 三陽中 
�    義国 ��    下��中  千� 有�� ⽊曽  ��⼩
（��略）

����を受けた�さん

⼩・中学⽣総合補償制度申し込み
（令和3年度の申し込み 現在も受付中です）  
�コロナウイルスの⼊通院に対応したプランもあります。

⼦どもたちの安全安⼼を守るＰＴＡ会員のための保険です。

コロナウイルス感染症に関わる相談ダイヤルが開設される予定

です。すべての会員の皆様がご利⽤できます（期間限定）9⽉

よりご利⽤いただける予定です。タブレットの破損等の場合の

補償についても、現在検討を進めています。   

      ←総合補償制度⼆次元コード

31次研究委嘱校
以下の学校にお願いする
ことになりました。
東信
○千曲市立埴生中学校ＰＴＡ　　
南信　
○岡谷市立川岸小学校ＰＴＡ
中信
○上松町立上松中学校ＰＴＡ
北信　
○飯山市立東小学校ＰＴＡ



陽だまり研修会

 お�しい中、陽だまり研��にご��いただきありがとうございました。
 ��のご理�とご協⼒のもと、�事に陽だまり研��【オンライン研��】
が開�できましたこと、�より��申し上げます。

 令和元年度の�半から、�型コロナウイルス�染��⼤�⽌のため、ＰＴＡ
活動が例年�りの��や��ができない状況が�いております。このような状

況の中、��におかれましては郡�ＰＴＡの専⾨�員�のリーダーという��

をお�き受けいただき、�年度に向けてのご尽⼒に��申し上げます。

 �しもが前年度から�き�ぐ中で、不�や�りはあるかと思います。しか
し、�はコロナ�という��。コロナ�でのＰＴＡ活動はマニュアルもありま

せん。むしろ�までの活動を�り�り、できることを⾒�さなければなりませ

ん。それは、とても⼤�なことです。「やりたいことができない」「コロナ�

だからこそ、ＰＴＡとして何かできることはないのか」この気持ちは、前年の

令和２年度も同じ気持ちです。だからこそ、陽だまり研��は『�年度の��

の不�や�みを共有し、��て�員メンバーでアドバイスをしつつ、�年度の

��が��的に、また前向きなお気持ちになっていただければ』と願った研�

�でした。

 
 研���了�のアンケートへのご回�では、PTA活動に�しての�い想い、
前向きなお�えやお気持ちの��に「チーム�州PTA」が�年度にしっかりバ
トンを�すことができたことに��しております。

 �回の陽だまり研��で�じたことを、⼀つでも良いので��の郡�PTA、
単�PTAへ活かしていただければ�いです。また��の「活動⽬標」の�現の
ため、�野�ＰＴＡ�����て�員�は、��の「活動⽬標」のお⼿�いが

できればと思います。

 これから��的な活動になるかと思います。�んだとき、�れたときは�し
休む�味で、陽だまり研��の「グループ別���〜�（ゆい）カフェ〜」で

の時間を思い�していただければ�いです。�んでいるのは、それだけＰＴＡ

活動について��に向き�っている��だと�は思います。それを兼ね�えた

��だからこそ、⾃�をもって活動してください。

 それぞれの研��で��に�が�べましたが、��の��りを必ずお�さん
は⾒ています。�葉にしなくても、他の�よりも�援してくれています。また

⼀年間という�い任期では、�てができないかも知れませんが、決して�らな

いでください。��の活動や想いは、未来に必ず�がっていきます。�理せ

ず、できる範囲で可�な活動を�めてください。そして、周囲の仲間に思いっ

きり⽢え、助けてもらいましょう。

��はまた１０⽉に開�される「陽だまり���」でお�まりいただきます。

それまで、お元気でお�ごしください。

 ��のご活�を�よりご�念申し上げます。（�援しています��）

令和２年度�野�ＰＴＡ���

                               ��て�員� 伊��知�

＜�優�賞＞

   �野����員�賞    
      ◇�久�立 �久平�間⼩��ＰＴＡ

「おおぞら」

 
＜優�賞＞

   ���⽇���賞     
        ◇���立 �野⼩��ＰＴＡ    

「すがの」

   ⼀��団�� ⽇�グラフィックサー
ビス⼯業��野����賞

   ◇���立 �⽥⼩��ＰＴＡ  
「おかだ」

   �野�ＰＴＡ����賞  
  ◇�州⼤�����附属��中��ＰＴＡ 

「附属��中」

 
＜優良賞＞   

            ◇���立 ��⼩��ＰＴＡ     
「��ＰＴＡ��」

  ◇�州⼤�����附属��⼩��ＰＴＡ 
「附 属」

          ◇�野�立 �州��⼩��ＰＴＡ     
 「サンシャイン」

          ◇伊那�立 ��中��ＰＴＡ     
「ＰＴＡ��」

           ◇���立 女⿃⽻中��ＰＴＡ    
「女⿃⽻」

           ◇�野�立 東�中��ＰＴＡ     
「東 �」

 
＜佳  作＞ 

        �⽥�立 伊賀良⼩��ＰＴＡ    
 「伊⼩ＰＴＡ」

        �⽥�立 ��⼩��ＰＴＡ    
   「まるやま」

        ���立 ��⼩��ＰＴＡ       
「あさひまち」

       ���立 ��⼩��ＰＴＡ     
 「��⼩��ＰＴＡ��」

       �野�立 吉⽥⼩��ＰＴＡ     
 「なんてん」

       茅野�立 永�中��ＰＴＡ     
 「永 中」

 
（⼩中別の郡�順） 

      
�国⼩・中��ＰＴＡ���コンクール（⽇

�ＰＴＡ・⽇������主�）の⼩��６

��内、中��４��内という����によ

り、◇�の���を��いたします。

���コンクール�果

�野�PTA���HPよりご�いただけます。

いろいろな動�がアップされています



�野�ＰＴＡ��� 
    令和３年度重点活動

１．ＰＴＡ活動の��

ＰＴＡ活動における��と��と地域の��をより�かなものにするため「�野�ＰＴＡ��」の周

知と��を�ります。�活動、研��や研��嘱単�PTAのどの�り�みの��を、�式ホームペー
ジ、フェイスブックを�して動�や��で発�するなかで、ＰＴＡ活動の�義を共に�えることがで

きるように提⽰します。また、�PTAだけでなく郡�ＰＴＡの活動の向上を⽬指して、�野�ＰＴＡ�
��として１６郡�ＰＴＡにおける�活動の成功事例を共有し�く�べるようにします。

２．郡�ＰＴＡの活性�

郡�ＰＴＡを�援する立場として、理事�や地�協��などにおいて、１６郡�ＰＴＡにおける��

題など��の場を�けます。ＰＴＡ��員研��などでの研�を�じて、��のスムーズな�き�ぎ

を�援すると共に��の活性�を�ります。

３．��⾏政との��

���策や優先される���題について、１６郡�ＰＴＡ�����や単�ＰＴＡのみなさんへのア

ンケート等により��現場の声を�めます。その情�をもとに�野����員�などの��⾏政と協

�したり、共に�り�んだりするなかで得た情�や�り�みの成果⾒�しを提⽰します。

４．ＰＴＡの�り�みの発�

�野�ＰＴＡ��、���、�式ホームページやフェイスブックでＰＴＡの�り�みや��する��

情�をタイムリーに発�し、情�共有と活動の活性�に�めます。また、�く活動に�する理�が�

まるよう、必�に�じてプレスリリースを��します。

５．ＰＴＡ活動の�たなる�り�み

���指��領でいわれている�どもたちの⽣きる⼒を�むために、�々な�種で働くＰＴＡ�員の

�的��を活⽤するなど「キャリア��」への�援のあり�を研�し、��と共に�どもたちのキャ

リア形成の⼀助になるように�めます。またＳＤＧｓに�して、�野�ＰＴＡ���の活動をSDGｓの
カテゴリーをもとに�理して、�しい時代の��に�えるための�り�みを��して発�します。

６．他団体との��と事業�への��

��団体の��等に��し、��づくり、��、いじめ問題、働き��⾰などの��題について、Ｐ

ＴＡの立場から�⾒を�べたり、研�して得たことを発�したりします。また、�業や⾏政にＰＴＡ

活動への�援やＰＴＡ活動に�り�む�員が��⾏事、ＰＴＡ活動に��しやすいように協⼒を��

するとともに、活�するＰＴＡ�員を励まします。

７，保�共�事業制度の�⽤

 ���助制度により、PTA活動中の事故を予�し事故が発⽣した場�の�員の財政的負担を軽減し、
PTAの円滑な��と��を下�えします。また、児�・⽣徒・同�の��等の��・��を�るため
に、任���の���償制度保�共�事業を��し、24時間の����な⽣活をサポートします。

８．�型コロナウイルス�染�等、���理への��

「�型コロナウイルスに�う��中傷等からみんなを�る」共同��の周知・��を�り、��に配

慮した�間��づくりへの提�を⾏うことやコロナ�におけるPTA活動の�査・研�をします。
⼤�模な⾃�災�や現代�える�題等から�どもたちやPTA�員の�を�るための活動や財政⾯の��
に�めます。

 
９．各種研�⼤�への��、動�等の��による研�

⽇�PTA�国研�⼤�や⽇�PTA�東ブロック研�⼤�などの研�⼤�への��やオンライン動�等の
��を�して、他の都���PTA活動の�り�みから�べるようにします。そして、��てのヒントや
PTA活動における�どもたちのための�援のあり�等について共有します。２０２５年（令和７年）
に、�野�で開�される�東ブロック研�⼤�開�の周知を�り、開�までの��を提⽰します。

令和３年 ６⽉１１⽇  �野�ＰＴＡ���事�局  ＊�す�りをしてご活⽤していた
だいてけっこうです。

NEW
動����別�員���
��員研��、陽だまり研��などの研

��や郡�P、�Pの活動の��を��、
��し、�野�PTA���のホームペー
ジにおいて、YouTubeを利⽤して動�配
�を⾏うことを⽬的に�しい�員�が立

ち上がります。動�は単Pや郡�Pの研�
�等でも、ご活⽤ください。

ホームページリニューアル

�野�PTA���のホームページが�
しくなりました。�PTA���の活動
だけでなく、郡�PTAの活動の��な
ども掲�していく予�です。

ホームページ
⼆�元コード

フェイスブック
⼆�元コード


