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いじめるな
僕たちみんな
家族だろ
Ｍ３－１  中沢 優斗

10月19日（金）

　〜20日（土）

一般公開は20日のみ

　今年の夏は記録的な猛暑に見舞われ、また最近は地震・台風と自然災害が頻発し
大変な年となりました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日
も早い復興をお祈り申し上げます。

　今年度は教護会の組織再編の過渡期ということで、各地区の広報委員の選出がままならない
中での編集作業となりました。第95号は創立121年目の新たなスタートを切り、全国に羽ばたく
米工生を特集しました。原稿執筆や写真の提供、また編集に携われた皆様方に感謝申し上げます。
　次号も楽しい教護会だより、子ども達の活躍・活動が一目で分かる教護会だよりをお届けしたい
と思います。

本年度も生徒、保護者の皆様のご協力
により清掃活動、立哨活動に活動頂き
ました。またママさんコーラスも忙しい
中、練習を重ね本番に向け頑張ってい
ます。来年は平成が終わり新しい時代
が始まります。米工の益々の発展を期
待しております。

川西地区

米工祭のお知らせ

当地区は３年生５名、２年生１名、１年
生２名の合計８名で、昨年度の後期総
会で今後の活動について話し合い、存
続は難しく、平成30年度の総会をもっ
て解散することとしました。これからの
行事は２月に３年生を送る会、同日に
解散総会を行う予定です。

宮内・漆山地区

本地区の教護会活動は、年度末の３年
生送る会を最後に、活動を終えます。
今まで多大なるご協力を賜りまして
本当にありがとうございました。今後
は、生徒たちのよき応援団として歩んで
いきましょう。

赤湯・沖郷地区

６月の立哨活動を初め、８月に青竹ちょ
うちん祭りの防犯巡回活動を行いまし
た。ボランティア活動では、７月末に親
子総勢45名で高畠駅の清掃を行いま
した。今後は、芋煮会、米工祭、３年生
を送る会を予定しています。

高畠地区

小国地区教護会活動についてですが、
昨年度とほぼ同じで、ＪＲ小国駅に
プランターの設置、米工祭への振舞い
出店、地元介護施設
へ の 除 雪 ボラン
ティア活動、最後に
３年生を送る会と
なっております。

小国地区

９月17日に町民体育館周辺のゴミ拾
いのボランティア活動を行いました。
その後、親子対抗バレーボールで日頃
のストレス
を発散？さ
せ、とても
いい汗をか
きました。
スタミナ補
充の芋煮と
焼き肉で全
員大満足で
した。

飯豊地区

今年も昨年同様、何時もお世話になっ
ているJR今泉駅の清掃ボランティアを
行いました。生徒・保護者・先生方14名
の方々に待合室、トイレ、連絡通路等
の掃き掃除及び窓ガラス磨きをして頂
き奇麗な駅になりました。

長井・白鷹地区

８月18日、直江堤公園のゴミ拾い奉仕と
BBQを父兄の参加協力も頂き実施しまし
た、感謝申し上げます。
結構なゴミの量がありましたが有意義な
時間を過ごせました。来年２月は３年生を
送る会を予定しております。

南原地区

当地区は３年生３名、２年生３名、１年
生１名の合計７名で、本年度の総会で
今後の活動について話し合った結果、
本年度で解散することとしました。
本年度の行事は12月以降にレクリエー
ション、３月に３年生を送る会・解散総会
を行う予定です。

三沢地区

上郷地区教護会の主な行事は、春の
「教護会総会」に始まり、10月末に「親子
ボランティア活動（米工周辺ゴミ拾い清
掃）」、そして来年２月に「３年生を送る
会」を開催する予定です。生徒、保護者
の多くの参加をよろしくお願い致します。

上郷地区

新たに１年生６名を迎え、２年生16名、３
年生９名の計31名での活動となります。残
念ながら今年度が地区教護会としての最
後の年となるようです。今後万世地区では
毎年行っている雪灯篭作り、三年生を送る
会を実施する計画でおります。最後の活動
を精一杯行っていきたいと思います。

万世地区

親子ボランティア活動として、７月１日
（日）に鬼面川河川敷周辺にて親子クリーン
作戦を実施しました。10月の米工祭では
毎年恒例となった餅振る舞い。来年１月
に「３年生を送る会」を予定しております。
多くの皆様に参加いただきたいと思い
ます。ご協力よろしくお願いします。

米沢六中地区

今年度は61名の会員で活動しています。
６月16日に総会を開催しました。10月に
は陸上競技場周辺の清掃活動、12月に
はレクリエーション・食事会をしながら
３年生を祝う会を予定しています。

米沢五中地区

四中地区教護会の活動は今年度で終
わることになりました。四中地区は、米
工祭で毎年恒例の“玉こん振る舞い”
を行っております。今年度の活動として
は、最後の“玉こん振る舞い”を行いま
すので楽しみにしてください。

米沢四中地区

恒例の西部野球場及び西部公民館周辺
のごみ拾いを8月5日に実施致しました。
生徒31名、保護者17名と多数の参加者が
集まりました。早朝にもかかわらずご参
加頂き、誠にありがとうございました。

米沢三中地区

米工文化祭２日目に文化祭教護会活動
として「米沢牛入り芋煮振る舞い」を
多くの米二中地区の保護者のご協力を
得て、楽しくかつ賑やかに実施させて
いただき、生徒はじめ多くの来場者に
大変好評で喜んで頂くことができま
した。ご協力に感謝申し上げます。

米沢二中地区

1中地区教護会は7月21日に恒例になり
ました駅前クリーン作戦を行いまた、総
勢46名の参加となりその後は参加者
一同で昼食会がおこなわれました。

米沢一中地区
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●●●

MakeHappy
～楽しいを超越する～

生徒会いじめ防止スローガン

教護会もいじめ防止に
協力していきます。

教護会
伝言板

平成30年度　教護会役員
常任顧問 星　　洋志（校　　長）
会 長 八巻　利行（３－５　  拓夢）
副 会 長 青木　　睦（２－５　  勇悟）
副 会 長 岩倉　利憲（１－５　  杏子）
副 会 長 青木　和人（教　　頭）
監 事 柴田　昌寛（２－３　  裕都）
監 事 熊谷　隆史（職　　員）

［学年関係］
３ 学 年 八巻　利行（３－５　  拓夢） ３学年会長・教護会会長

坂野　　哲（３－１　  功弥） ３学年副会長

杉崎　淳子（３－５　  蓮） ３学年副会長
２ 学 年 青木　　睦（２－５　  勇悟） ２学年会長・教護会副会長

高橋　良子（２－１　  源紀） ２学年副会長

赤荻　　茂（２－４　  清志郎）２学年副会長
１ 学 年 岩倉　利憲（１－５　  杏子） １学年会長・教護会副会長

鈴木　広信（１－１　  賢信） １学年副会長

二宮　　緑（１－５　  志歩） １学年副会長

［専門委員長］
生活委員長 多田　　聡（３－２　  航汰）
広報委員長 高橋千絵子（３－１　  伶慈）

［職　員］ 佐藤　政則 （生徒部長）
青木　和人 （教　　頭） 山口　憲司 （進路部長）
会田　啓司 （事務部長） 阿部　英敏 （１学年主任）
清野　和敏 （総務部長） 佐藤　好由 （２学年主任）
熊谷　隆史 （教務部長） 會田　浩昭 （３学年主任） 山形県立米沢工業高等学校では、「PTA( 保護者と教職員の会 )」のことを「教護会」と呼んでいます。

保護者と教職員の連携のもとに、本校教育の推進と生徒の健全な育成を目指して活動を続けています。

変化する社会の中で必要な力は
校　長
星　　　洋　志

教護会の皆様には、日頃より本校教育活動に対し格段のご
理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年度本校は、全国で６番目の工業学校として明治30年
の創立から120周年という節目の年を迎えました。今年度は、
これまでの歴史と伝統を受け継ぎ、新たな歴史を築いていく
一歩を踏み出しています。
今、AIやIot、自動車もハイブリッドからEV（電気自動車）
に、さらに自動運転の実験も進んでいるように、社会が急速に
進展し産業構造も大きく変化しています。そのため、これから
の社会で求められる力も変わってきています。進化論で有名
なダーウィンは、「最も強いものや最も知的なものが生き残る
わけではない。最も変化に対応できるものが生き残る」と言って
います。このような変化していく社会の中でも、社会の変化に
対応し生き抜いていく力を様々な活動をとおして身につけさせて
いきたいと思います。
しかし、技術が進歩し社会が変化する中でも、求められる
力は対面のコミュニケーション力です。今は、短い言葉での
SNSを使ったコミュニケーションが盛んです。そのため、対面
でちゃんとした言葉での会話や文章を書くことが苦手な若者
が増えてきています。また、語彙が少なくて話が続かないという
ことがあります。これは、同じ年齢の人との会話ならいいでしょう
が、社会に出て幅広い年齢の人と会話する時は困ってしまい
ます。家庭での会話はどうでしょうか。お子さんは単語だけの
会話で済ませていませんか。
社会が変化しても「おはようございます」「こんにちは」の
あいさつからコミュニケーションが生まれ、豊かな人間関係が
広がっていきます。

今年度の東北高 P連大会は「こころ豊かなたくましい人
づくり」をテーマに、７月５日・６日に郡山市で開催され、
青木副会長と清野が参加しました。生憎の雨模様でした
が、初日に情報交換会、二日目に研究協議と高校生発表、
講演会が行われました。今回の大会の一番の印象は、とに
かく会場が桁違いに大きいことでした。来年は山形大会です。
初日の情報交換会では、600人以上の参加者が一堂に
会し、オープニング行事の歓迎を受け、懇親を深めることが
できました。県立あさか開成高校フラ・タヒチアンダンスは、
表情豊かな演技で、流石はフラガールの地元だと感心しま
した。その他、伝統舞踊やバンド演奏、サクソフォーン演奏
などで盛り上がった交換会となりました。
二日目の研究協議会はビッグパレットふくしまで行われ、
1500人もの参加者なのに、少なく感じる程の広さでした。
各県の発表が行われ、生徒数減少と活動の不活発化の問題
に取組んでいます。役員数削減、総会欠席者説明会実施、
誰でもできる最低限の活動、総会前の公開授業を廃止し講演
会・音楽部や鬼剣舞部などの公演実施、各学級役員から
互選で全体の役員決定、行事案内をファイルケースに入れ
て配付、保護者同士の親
睦会実施等の取組みの発
表でした。また、現在筑波
大学教授で元柔道選手の
山口香氏の講演や塙高
校和太鼓部、郡山商業高
校のチアリーディング部の
披露など盛り沢山の大会で
した。

教護会を通して
教護会会長
八　巻　利　行

教護会会員の皆様には、日頃より本会に対し格段のご理解
とご尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本会の役割は保護者と学校、そして地域が連携し、学校
教育目標にもある「健康で心豊かな、たくましい実践力の
ある工業技術者を育成する」事にあり、子供達を健全に育む
教育環境作り、学校と保護者を繋ぐ活動が出来ればと考えて
います。
また、一般的にPTAと称している中で、本校で「教護会」
としているのは、昭和22年終戦直後の発足時「子供達の教育
だけは護り育てていかなければならない」と言う親達の願い
と、固い決意からであると記録にあるそうです。歴史ある教護
会を、更に活発な活動になる様、取組んでまいります。
近年子供達を取り巻く環境は急激に変化しております。職業
の半数がAI（人工知能）にとって変わられる予測などもあり、
子供達はこれからどう進むべきなのか、希望を見出すのに難い
環境にあります。自主的に行動する力、考え抜く力、社会を
生き抜く力の育成に、親と先生方とで考え協働しあい育んで
いける様、教護会を通して、会員の繋がりを強く広くし子供
達がより良く生きる手助けできるよう願っております。
さて、８月20日、21日に全国高等学校PTA連合大会佐賀
大会に岩倉副会長と参加してまいりました。大会テーマ『広
めよう　高めよう　慈しむ心』と題し開催され、今子供達の
置かれている環境と、子供との向き合い方について、情報と
良識の共有を図る事ができ、学びの多い大会となりました。
結びに、何かとご多忙とは思いますが、今後とも歴史ある
教護会活動に対し、これまで同様のご理解とご協力を賜ります
様宜しくお願い申し上げます。

清　野　和　敏総務部長

度肝を抜く広大な会場と歓迎行事
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