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⚑ 開式の辞
司会 お時間になりましたので開会させて頂きま
す。私は本日の司会進行役を務めさせて頂きます
徳永由美子と申します。どうぞよろしくお願い致
します。
同じく進行役を務めます、近藤直弘と申します。

よろしくお願い致します。
それでは開式に際しまして千葉大会実行委員会

副委員長の田 順光より開式のことばを申し上げ
ます。

田 順光 皆さまおはようございます。ただいま
ご紹介いただきました、田んぼの田と書いてでん
と申します。珍しい名字なので覚えていただける
かと思います。本日は全国より約⚑万人の皆さま
が、農業と漁業の盛んな食の宝庫千葉へおいでい
ただき誠にありがとうございます。心より歓迎申
し上げます。それではただいまより、第66回全国
高等学校ＰＴＡ連合会大会千葉大会の開会式を挙
行いたします。

⚒ 国歌斉唱
司会 続きまして、国歌を斉唱致します。メイン
会場・サブ会場の皆さま、ご起立をお願い致しま
す。

（国歌斉唱）
ご着席下さい。

⚓ 大会実行委員長挨拶
司会 引き続きまして、千葉大会実行委員会委員
長であります大木幸夫よりご挨拶を申し上げま
す。

大木幸夫 ようこそ、千葉へお越しいただきまし
た。全国より⚑万人を超える参加をいただいてお
ります。本日この千葉大会を迎えるに当たって約
⚓年間、われわれ実行委員会は準備を進めてまい

りました。完璧とまではいきませんが、一生懸命、
気持ちを込めて準備を整えてきたつもりです。た
だ千葉県での全国大会は初めてということもあ
り、至らぬ点も多々あるかと思います。その点、
ご容赦いただけきますようお願いいたします。
一生懸命準備をしてきましたけれども、一つだ

け忘れていたものがありました。この場で私は挨
拶をしなければならないということを忘れており
ました。ですから、今、実行委員長としてこの場
に立ってみて、あふれんばかりに湧きあがってき
ている思いを述べさせていただこうと思います。
皆様、本日は遠いところからご参加いただきま

して、誠にありがとうございます。また、ご多忙
の中ご臨席を賜りました文部科学大臣 松野博一
様、千葉県知事 森田健作様、千葉市長 熊谷俊人
様をはじめ多くのご来賓の方々にも、厚く御礼申
し上げます。
ご覧ください。皆様から向かって左手です。皆

様を歓迎する千葉のゆるキャラがおります。千葉
県公認のゆるキャラを紹介したいと思います。舞
台の左手で、今、手を振っておりますが、ご存じ
の方も多いと思います。チーバくんです。皆様を
歓迎するために会場内をあちらこちらとお散歩し
ております。是非ごいっしょに記念撮影をしてい
ただければと思います。そして、地元にお帰りに
なったときに、千葉県の「チーバくん」をアピー
ルしていただくとありがたいです。有名な「くま
モン」に負けないぐらい全国的なキャラクターと
して、もっともっと押し上げていきたいなと思っ
ておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。チーバくん、ありがとうございました。
さて、今回のメインテーマは、「再発見！愛」～

今こそ信じよう愛の絆～ということで、キーワー
ドを「愛」という言葉にさせていただきました。
私は千葉県出身です。千葉県の高校の先生から教
わったことばがあります。それは千葉県立幕張総
合高等学校で野球部の部長をされている柳田大輔
先生のお話の中にこの「愛」という言葉がありま
した。柳田先生は生徒たちに、「おまえたちはな
ぜ勝てないかわかるか。心技体ということを、ス
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ポーツではよく言うだろう。心技体の充実を目指
している。そこを目指している人たちは、いっぱ
いいる。ただ、人としてスポーツマンとして勝つ
ためには、それだけじゃ足りないんだ。一流の選
手に何があるかわかるか。」と子どもたちに問い
かけたそうです。先生の答えは、「心技体、そして
『愛』がないと駄目だ。」と教えてくださったそう
です。この「愛」という言葉の中には、ものすご
くいろいろな意味がこもっています。仲間を大切
にする思いやりの愛だとか、もちろん多感な高校
生ですから、好きな男の子、好きな女の子もいる
でしょう。自分の大事な人、好きな人を思う気持
ち、それから、親やお世話になった人への感謝の
気持ち、そして、自分自身を誇れる人間にする、
そういう気持ち、こういう気持ちすべてを持たな
いと勝てるチームにはなれないんだということ
を、子ども達が教わりました。そして、その言葉
に子ども達が感動して、その思いを胸に部活に励
むようになったそうです。私も息子からその話し
を聞いたときに、何て素敵な言葉なんだ。何で
「愛」に気が付かなかったんだろうと思いました。
「愛」というのは、何かその辺にいっぱい満ちあふ
れているような気がしますけれども、いつの間に
か「愛」を忘れがちな、ともすると後回しにしが
ちな大人になっていたなと思いました。
子ども達は、よく勉強して、これから先の人生

を幸せなものにしていって欲しい。たくさんのこ
とを身に付けて欲しい。親であるならばそう願い
ます。しかし、ただ自分の子さえよくなればよい
と頑張るよりも、親も子も何か人のために、何か
世の中のために、そして愛のために頑張る。頑張
りたい。そう思うことで私たちに意欲や行動する
力が湧きあがり、豊かな社会を築いていけるので
はないでしょうか。そう思いまして、今回「愛」
というキーワードをテーマとさせていただきました。
これから始まる研究発表の中で何か皆さんが一

つでも、「愛」や「絆」を感じていただける大会に
なったら、とてもうれしく思います。今日明日と、
千葉を思いっきり楽しんでいただき、たくさんの
体験談や情報を持ち帰ってください。どうぞよろ

しくお願いいたします。

⚔ 大会会長式辞
司会 続きまして本大会の会長であります、一般
社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会会長佐野元彦
より式辞を申し上げます。

佐野元彦【前述・Ｐ26掲載】

⚕ 来賓祝辞
司会 本日は、「第66回全国高等学校ＰＴＡ連合
会大会千葉大会」の開会にあたりまして、ご多用
の中、多数のご来賓の方々にご臨席を賜っており
ます。ここでご臨席の皆様方よりご祝辞を頂戴致
します。はじめに、文部科学大臣 松野博一様よ
りご祝辞を頂戴致します。松野様、よろしくお願
い致します。

松野博一【前述・Ｐ28掲載】

司会 松野様、ありがとうございました。続きま
して、千葉県知事 森田健作様よりご祝辞を頂戴
致します。森田様、よろしくお願い致します。

森田健作【前述・Ｐ29掲載】

司会 森田様ありがとうございました。なお、森
田知事は公務のご都合上、ここで御退席となりま
す。皆さま拍手でお送り下さい。では続きまし
て、千葉市長 熊谷俊人様よりご祝辞を頂戴致し
ます。熊谷様、よろしくお願い致します。

熊谷俊人【前述・Ｐ31掲載】

司会 熊谷様、ありがとうございました。以上ご
来賓の皆さまを代表致しまして⚓名の方よりご祝
辞を頂戴致しました。
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⚖ 来賓紹介
司会 ただいまご祝辞を賜りました方々を含め、
本日の大会にはたくさんの方にご臨席を頂いてお
ります。ここで千葉大会実行委員会副委員長の髙
𣘺誠止よりご来賓の皆様方をご紹介申し上げます。

髙𣘺誠止 大会実行副委員長の髙𣘺と申します。
ご来賓方々のご紹介を申し上げます。文部科学大
臣 松野博一様、千葉市長 熊谷俊人様、千葉県知
事 森田健作様におかれましては、ご祝辞を頂い
たのち、別の公務のためご退席されております。
文部科学省生涯学習政策局長 有松育子様、文部
科学省生涯学習政策局社会教育課長 西井知紀様、
千葉県教育委員会教育長 内藤敏也様、千葉市教
育委員会教育長 志村 修様、千葉県生涯学習課課
長 内藤正寿様、全国高等学校長協会会長 宮本久
也様、日本ＰＴＡ全国協議会会長 寺本 充様。
ご来賓の皆さまには公私ともにご多忙の中、本

大会開会式にご臨席賜り厚く御礼申し上げます。
ありがとうございました。

司会 以上、本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆
さまをご紹介させて頂きました。

⚗ 表彰式
司会 これより、ＰＴＡ活動に多大な功績を収め
られた団体に対する優良ＰＴＡ文部科学大臣表
彰、および全国高等学校ＰＴＡ連合会の活動・発
展に多大な功績を収められた、個人・団体・役員
などに対する一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連
合会会長表彰を行います。
はじめに優良ＰＴＡ 文部科学大臣表彰を行い

ます。受賞された皆さまはスクリーンでご紹介致
します。また、お手元の大会要項にも掲載してあ
ります。表彰状は文部科学大臣 松野博一様より
授与致します。それでは受賞団体を代表して「東
京都立富士高等学校・東京都立富士高等学校附属
中学校父母と先生の会」の砂金 達様に授与致し

ます。砂金様、どうぞステージにお越し下さい。受
賞される団体の皆さまはその場でお立ちください。

松野博一 表彰状。東京都立富士高等学校・東京
都立富士高等学校附属中学校父母と先生の会殿。
貴団体は、会員の熱意と協力により、優れたＰＴ
Ａ活動を行い、顕著な業績を挙げられました。こ
こに奨励のため、これを表彰します。平成28年⚘
月25日。文部科学大臣 松野博一。おめでとうご
ざいます。

司会 受賞された団体の皆さま、おめでとうござ
います。松野様はお席にお戻り下さい。会場内の
受賞団体の皆さまは、どうぞご着席ください。
続きまして、全国高等学校ＰＴＡ連合会の活

動・発展に多大な功績を収められた、個人・団体・
役員などに対する一般社団法人全国高等学校ＰＴ
Ａ連合会会長表彰を行います。
まずはじめに、個人の部から行います。受賞さ

れた皆さまをスクリーンでご紹介致します。ま
た、お手元の大会要項にも掲載してあります。表
彰状は、一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会
会長 佐野元彦より授与致します。佐野会長、セ
ンターへお越し下さい。まず個人の部の受賞者の
皆さまの代表と致しまして、千葉県立千葉中学
校・高等学校ＰＴＡ会長 小髙正之様に表彰状を
授与致します。小髙様、どうぞステージにお越し
下さい。受賞されました他の皆さまはその場でご
起立ねがいます。

佐野元彦 表彰状。千葉県立千葉中学校・高等学
校 小髙正之様。あなたは、その優れた活動を通
して、生徒の健全育成と地域の高等学校教育の振
興に多大な貢献をされました。ここに、第66回全
国高等学校ＰＴＡ連合会千葉大会の開催にあた
り、その功績をたたえ、表彰致します。平成28年
⚘月25日。一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合
会会長 佐野元彦。ありがとうございました。

司会 小髙様、そして会長表彰・個人の部を受賞
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された皆さま、おめでとうございます。佐野会長
はそのままステージでお待ち下さい。会場内の受
賞者の皆さまはどうぞご着席ください。
続きまして、一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ

連合会会長表彰の団体の部の表彰を行います。受
賞された皆さまをスクリーンでご紹介致します。
それでは団体の部の皆さまの代表と致しまして

千葉県立成東高等学校ＰＴＡ 川島正博様に表彰
状を授与致します。川島様、どうぞステージにお
越しください。受賞された団体の皆さまは、その
場でご起立下さい。

佐野元彦 表彰状。千葉県立成東高等学校ＰＴＡ
様。貴団体は、その優れた活動を通して、生徒の
健全育成と地域の高等学校教育の振興に多大な貢
献をされました。ここに、第66回全国高等学校Ｐ
ＴＡ連合会大会千葉大会の開催にあたり、その功
績をたたえ、表彰致します。平成28年⚘月25日。
一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会会長 佐
野元彦。大変ありがとうございました。

司会 川島様、そして会長表彰・団体の部を受賞
された皆さま、誠におめでとうございます。佐野
会長はそのままステージでお待ちください。会場
内の受賞団体の皆さまは、どうぞご着席ください。
続きまして一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連

合会会長表彰、役員・事務職員の部の表彰に移り
ます。受賞された皆さまをスクリーンでご紹介致
します。
受賞された皆さまを代表致しまして、前一般社

団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会副会長 椎野正
敬様に表彰状を授与致します。椎野様、どうぞス
テージにお越し下さい。受賞された皆さまはその
場でご起立ください。

佐野元彦 表彰状。椎野正敬様。あなたは、全国
高等学校ＰＴＡ連合会役員として、本連合会の発
展に努め、高等学校教育の振興に多大な貢献をさ
れました。ここに第66回全国高等学校ＰＴＡ連合
会大会千葉大会の開催にあたり、その功績をたた

え、表彰致します。平成28年⚘月25日。一般社団
法人全国高等学校ＰＴＡ連合会会長 佐野元彦。
大変ありがとうございました。

司会 椎野様、受賞者の皆さまおめでとうござい
ました。会場内の受賞者の皆さまも、どうぞご着
席ください。また、佐野会長もありがとうござい
ました。
それでは、本日ここに受賞されました個人・団

体を代表して、椎野正敬様が謝辞を述べられます。

椎野正敬 本日の受賞者を代表いたしまして、一
言ご挨拶させていただきたいと思います。
本日はこのような、素晴らしい、また名誉ある

賞を素晴らしい晴れの舞台で受賞させていただき
まして誠にありがとうございます。全国高Ｐ連そ
して本日ご参加の皆さま方、何よりも千葉県連の
実行委員会の皆さまには厚く御礼を申し上げたい
と思います。ありがとうございます。
私も数年に渡りまして、高Ｐ連活動に携わらせ

ていただきました。その中でＰＴＡ活動をさせて
いただきながら、いろんなことを学ぶことが出来
ました。その中の一つに「ONE FOR ALL ALL
FOR ONE」よくスポーツの場で耳にする言葉だ
と思います。ＰＴＡ活動は決してそうではない。
一人のためでもなく、そしてまた一人がやるので
もなく、みんながみんなの為に「EVERYONE
FORALL」とでも申しましょうか、みんながみん
なの為に活動を行う。みんなと言うのは本日のこ
の⚑万人の皆さま方だけではございません。⚑万
人が⚒万人に、⚒万人が⚔万人にという輪をつな
げていく、それがみんなであります。そしてみん
なのために、高校生のため、いや全国の高校生の
ためだけではありません。未来の高校生のためで
もあります。それがみんなの為です。みんながみ
んなの為に「EVERYONE FORALL」の精神で活
動を行っていただきたいという私からの小さな願
いでございます。
そして何よりも本日素晴らしい賞を受賞させて

いただきましたことに、ありきたりではごさいま
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すが、「ありがとう」という言葉で代表させていた
だきましたお礼の言葉に代えさせていただきたい
と思います。本当にありがとうございました。

司会 椎野様ありがとうございました。受賞され
た皆さまに、今一度大きな拍手をお願いいたしま
す。代表者の皆さま、どうぞお席にお戻り下さい。
続きまして、特別感謝状が贈呈されます。プレ

ゼンターは引き続き、佐野会長にお願いいたしま
す。今回特別感謝状をお送りするのは、岩手県高
等学校ＰＴＡ連合会と、第65回全国大会岩手大会
実行委員会委員長の渡辺正和様です。岩手県高Ｐ
連を代表して朽木聖好様、そして渡辺様、どうぞ
ステージにお越しください。それではまず、朽木
様に感謝状の授与です。

佐野元彦 特別感謝状。岩手県高等学校ＰＴＡ連
合会様。貴会は第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会
大会に組織の総力を挙げて取り組まれ、多大な成
果を収められました。その功績に対し、深甚なる
感謝の意を表します。平成28年⚘月25日。一般社
団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会会長 佐野元彦。
昨年は大変ありがとうございました。

司会 続きまして渡辺様へ感謝状の授与になりま
す。

佐野元彦 特別表彰状。第65回全国高等学校ＰＴ
Ａ連合会大会岩手大会実行委員長 渡辺正和様。
あなたは、第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会
において大会の企画運営を指導され、多大な成果
を収められました。その功績に対し、深甚なる感
謝の意を表します。平成28年⚘月25日。一般社団
法人全国高等学校ＰＴＡ連合会会長 佐野元彦。
大変ありがとうございました。

司会 朽木様、渡辺様、ありがとうございました。
どうぞお席にお戻り下さい。佐野会長もお席にお
戻りください。

⚘ 閉式の辞
司会 おかげさまで第66回全国高等学校ＰＴＡ連
合会大会千葉大会開会式も滞りなく進んで参りま
した。最後に、千葉大会実行委員会副委員長 小
池 隆より閉式のことばを申し上げます。

小池 隆 受賞者の皆さま大変おめでとうござい
ます。この後も⚒日間に渡って、素晴らしい講演
や有意義な分科会をご用意しております。どう
ぞ、この千葉の地で学んで全国へお帰りくださ
い。以上をもちまして第66回全国高等学校ＰＴＡ
連合会大会千葉大会の開会式を終わります。

司会 皆様方には、長時間にわたりご協力頂きま
して、誠にありがとうございました。


