附属坂出学園ＰＴＡ（松韻会）からのお知らせ
（平成 2８年度用）

合格おめでとうございます。
お子さまはもちろん、保護者のみなさまも、期待に胸ふくらま
せていることだと思います。
附属坂出学園ＰＴＡは、保護者間の『

絆

』が、学校を支え

るための原動力であると考えています。
ここでは、他校と異なる附属ＰＴＡの情報をお知らせします。

平成２４年５月３０日小学校創立１００周年記念事業スクールデコレーション
「

感謝と絆の赤いリボン

香川大学教育学部附属坂出学園松韻会

」

附属坂出学園ＰＴＡ（松韻会）の組織について
Ｑ：松韻会って？
Ａ：
「しょういんかい」と読みます。
松韻会は、幼・小・中の３校園一体のＰＴＡ組織の名称です。
今年で創設５０周年を迎えました。
特別支援学校ＰＴＡは別の組織になり「親和会」と言います。
香川大学教育学部附属坂出中学校
香川大学教育学部附属坂出小学校
香川大学教育学部附属幼稚園

ＰＴＡ組織

：

松韻会

パートナーシップ

附属坂出学園
香川大学教育学部附属特別支援学校

ＰＴＡ組織

：

親和会

Ｑ：松韻会の組織構成は？
Ａ：図の通りです。
松

韻 会
松韻会総会
松韻会会長

役員５名

役員６名

役員５名

常任委員各クラス４名

常任委員各クラス４名

常任委員各クラス４名

幼稚園保護者

小学校保護者

中学校保護者

幼小中教員

Ｔ：teacher

幼稚園

小学校

中学校

Ａ：association

Ｐ：parent

後

援

会

後援会総会、代表世話人、世話人

松韻会は、３校園（幼稚園・小学校・中学校）の保護者と先生で構成している組織です。
役員会も合同で組織されています。
後援会は、松韻会とは異なり保護者だけの組織で、学校に対する寄付などの活動をします。
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Ｑ：他の附属校ＰＴＡや市内公立ＰＴＡとの交流は？
Ａ：国立大学附属校には、全国組織（全附連）があり情報交換などを行っています。
四国地区の組織は「四附連」といい、研究会やスポーツ大会を毎年開催し、親睦を図ってい
ます。
また、坂出市や香川県のＰＴＡ組織にも属して、地域交流にも努めています。
全国国立大学附属

(社)日本ＰＴＡ全国協議会

学校ＰＴＡ連合会

香川県ＰＴＡ連絡協議会
県幼稚園ＰＴＡ連絡協議会
松

韻

会

四国国立大学附属

坂出市ＰＴＡ連絡協議会

学校ＰＴＡ連合会

Ｑ：国立大学附属学校のＰＴＡは、一般の公立のＰＴＡとどう違うの？
Ａ：附属坂出学園は、香川大学教育学部の附属学校です。
附属学校の目的は、以下の通りです。
① 生徒、児童、園児の教育により、人材を育成すること
② 教員の養成、教育実習を行うこと
③ 学校や大学の教員などによる教育の研究の場であること
④ 多くの研究会を開催し、地域の中核研究機関であること
国家財政が厳しい時代なので、附属学校が目的を実践できなければ、存在を問われる事態に
もなりかねません。
これらの目的を実践していくためには、学校の研究や教育方針に対し、私たち保護者の理解
と支援が不可欠です。
休日の研究授業や、研究発表会での手伝い、変則的な登下校、教育実習生の授業などもあり
ます。
附属のＰＴＡ活動では、これらの目的達成のための支援も大きな活動の柱になります。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Ｑ：幼、小、中、合同のＰＴＡはどういうものなの？
Ａ：附属坂出学園は、連絡進学になっています。
自動的に中学３年生まで在籍することになります。他校園の行事に触れる機会があったり、
合同の行事に参加したりすることで、幅広く知り合いを増やすことができます。特別支援学
校の親和会と合同で行事を行うこともあります。
全国的にも珍しい組織で、全国附属学校ＰＴＡ連合会でも、注目すべきＰＴＡモデルとして
紹介されたこともあります。
松韻会では、附属らしく、この形態の長所短所を全国に情報提供していきたいと考えていま
す。附属学園では、ＰＴＡ活動を含め、学校にまつわる様々なことが研究の対象になります。
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松韻会合同での活動について
Ｑ：松韻会合同の活動はどういうことをするの？
Ａ：松韻会の活動は、幼・小・中が合同で行う活動と、各校園ごとに行われる活動があります。
・保護者の自主運営企画として、
『土曜クラブ』を開催しています。
・スポーツ活動や、四国附連Ｐ、市Ｐなどの対外行事に協力しています。
・エコライフ活動として、制服や絵本、児童図書などのリサイクルを推進しています。
・研究発表会のお手伝いや、運動会のバザーなど行っています。
・学園セミナー・クラス親睦会の開催や、保護者間交流のサポートを行っています。
・学園だよりに松韻会の記事を掲載しています。
・全体で携帯メール連絡網を構築しています。

Ｑ：土曜クラブってなんですか？
Ａ：学校週休２日制が導入された頃、子ども同士や
親子のふれあいを目的に、保護者による自主企
画行事を土曜日に行っていくことになりまし
た。この行事を土曜クラブといいます。最近で
は、土曜日に限らず、保護者企画の行事等を土
曜クラブと呼んでいます。同じような趣旨で、
土曜メンテナンスや、幼稚園のウェンディの会
などがあります。
４校園合同行事
さかいで大橋まつり、特別支援学校出張メンテナンス
各校園行事
音楽会、講演会、メンテナンス、ＯＹＧ、保護者授業など

Ｑ：スポーツ活動はどんなことをしていますか？
Ａ：松韻会では、親睦を目的として、バレーボール、ソ
フトバレーボール、ソフトボールの活動を行ってい
ます。
募集案内が配布されますので、未経験者の方もふる
ってご参加ください。
参加している大会は以下のとおりです。
① 坂出市ＰＴＡ連絡協議会バレーボール大会
ソフトバレー 男子・女子 各校園 3～6 チーム
バレーボール ６人制 女子
② 四国国立大学附属学校ＰＴＡ連合会親睦球技大会
ソフトボール 男子 ２チーム
バレーボール ９人制 女子 １～２チーム
③ 坂出市ＰＴＡ連絡協議会ソフトボール大会
男女混成 各校園１～２チーム

Ｑ：エコライフの制服リサイクルはどうすればいいですか？
Ａ：卒業・卒園した子どもの制服・体操服・帽子・バッジなどで、まだ使えそうなものを提供し
ていただき、次の行事で販売しています。販売収益で、図書室の本などを購入しています。
※ 販売行事：松韻会総会、幼稚園夕涼み会、幼稚園入園周知会など
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Ｑ：運動会を合同でするって本当？
Ａ：附属坂出学園の運動会は、幼、小、中、特別支援
の 4 校園合同で行われます。全国的にも珍しい運
動会なので、各方面で注目されています。
幅広い年齢の子どもたち相互の関わりは、多くの
気付きや学びがあるようです。中学３年生の中に
は、感極まって泣いている生徒も多くいるぐらい、
充実度の高い運動会です。
総勢３０００人近く集まる運動会なので、家族の
皆さんには、お客さんではなく、スムーズな運営
を行うためのスタッフのつもりでお越しください。
松韻会では、警備、バザーなどで運営に協力して
います。バザーの収益は、運動会の運営やＰＴＡ活動に使われています。

Ｑ：携帯メール連絡網は、登録した方がいいですか？
Ａ：学校や松韻会からの連絡は、携帯メール連絡網が使われています。
・不審者情報
・台風など警報発令時の補足情報
・事件、災害時の緊急下校などの情報
・行事予定
・宿泊学習などの状況速報
・その他連絡事項
現在、ほぼ全員が登録しています。是非ご夫婦等で登録してください。
登録していないと、情報がかなり遅れたり、入らない場合もあります。
登録は毎年行う必要があります。必ず登録するようにしてください。

その他に
Ｑ：附属グッズについて教えてください。
Ａ：平成２７年度は、松韻会創設５０周年でした。その
記念事業の１つとして、附属グッズを作成し販売し
ています。販売収益は、すべて学校に寄付し、子ど
もの教育のために役立てていただいています。
３色ボールペン 350 円
付箋（25mm×75mm）3 セット 300 円
ミニタオル（20cm×20cm） 500 円
スポーツタオル（40cm×110cm） 1,200 円
マフラータオル（20cm×110cm） 1,000 円 ／ トートバッグ（縦 30cm×横 36cm） 1,000 円

Ｑ：学校の寄付について教えてください。
Ａ：寄付の依頼には次のようなものがあります。
① 後援会
幼 入会金 20,000 円
寄付 1 口 4,000 円（1 学期末）
小 入会金 27,000 円
寄付 1 口 3,000 円（1 学期末）
中 入会金 30,000 円
寄付 1 口 3,000 円（年２回）
② 附属坂出学園特別支援教育後援会
寄付 1 口 1,000 円（９月頃）
③ 香川大学への寄付
小・中学校新入年度のみ
使途の希望ができますので、各校園名を記載しましょう。
④ その他
震災などの募金や、周年の寄付金を依頼することもあります。
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Ｑ：学校の保険について教えてください。
Ａ：学校の保険には、次のような種類があります。
①

生徒全員加入型の保険（学校が契約）

公立学校が必ず
加入しなければ
ならない保険
全国国立附属学
校独自の全員加
入型の保険

中学校
日本スポーツ振興センター
年間掛金 920 円
内 455 円は大学負担
カンガルー保険
年間掛金 2,400 円

小学校
日本スポーツ振興センター
年間掛金 920 円
内 455 円は大学負担
カンガルー保険
年間掛金 2,400 円

幼稚園
日本スポーツ振興センター
年間掛金 270 円
なし

※ スポーツ振興センターの保険では、子どもが事故を起こした時、相手方への保証がありません。
※ カンガルー保険とは、全国附属ＰＴＡ連合会が関与する、損保ジャパンの商品です。比較的事
故の少ない附属の生徒対象なので、内容が有利になっています。
②

ＰＴＡ活動を対象にした保険（学校が契約）

学校単位で
加入

中学校
カンガルー保険（全員加
入制度）ＰＴＡ総合補償
制度 保険料 170 円

小学校
カンガルー保険（全員加入
制度）ＰＴＡ総合補償制度
保険料 170 円

幼稚園
カンガルー保険（全員加入
制度）ＰＴＡ総合補償制度
保険料 200 円

※ 香川県ＰＴＡ連合会が取り扱っている保険には加入していません。
③

各家庭の判断で契約する保険（任意で個人が契約）

・カンガルー保険総合保障制度（個人向け）
・香川県ＰＴＡ自転車総合保障制度保険
・その他、各保険会社が開発している商品
※学校、ＰＴＡが推奨するものはありません。個人の判断で検討してください。
※医療費などは、学校の全体加入保険と個人加入の両方から支払いされることはありますが、
損害賠償の場合、重複の保険金支払いができないケースもあります。

Ｑ：悩みや相談がある場合はどうするの？
Ａ：基本的には担任の先生に相談してください。
しかし、先生に相談する前に、保護者仲間や常任委員さん、役員さんの意見を聞いてみるこ
とも大切だと思います。
一人で思い悩んでいると、気づかないうちにモンスターになってしまうかもしれません。
周りの人の考え方も受け入れながら、悩みを解決していきましょう。
また、学校にはスクールカウンセラーの先生もおられます。なかなか解決できない悩みがあ
る時は、是非相談することをお勧めします。
悩みを解決するためには、日頃から幅広い保護者と仲良くすること、つまり『 絆 』を育
む努力をすることが重要です。
いろんな行事に積極的に参加して、いろんな人から情報や価値観を吸収し、子どもたちや家
族の方々みんなで幸せになりましょう。
-5-

