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１ 学校地域の概要 

 

ＰＴＡ会長  杉山 誠司              

学 校 長  上田 保明 

児 童 数  ５２９名 

所 在 地  〒７５４－０００２        

山口市小郡下郷２５４番地３ 

       TEL ：０８３－９７３－０４０８ 

       FAX ：０８３－９７３－７５１８ 

       Email：ogori-el@c-able.ne.jp 

 

山口市小郡は、明治３３年に開業した新山口駅（旧小郡駅）を核として、古くから山口県

の交通の玄関口として商業を中心に栄えた町である。駅北部は、商店街や地元企業、多くの

住宅団地が密集して古くからの街並みを形成している。反対に駅南部は、昭和５０年に新幹

線の駅舎が出来てから急速に開発が進み、県外の大手企業が営業所を構え、高層マンション

が立ち並ぶなど都会的な形成を成している。 

本校は、新山口駅から北へ約２㎞の場所に位置し、明治６年開校、昭和２２年に名称が現

在の「小郡小学校」となって、本年開校１３８年を迎える長い歴史を持つ学校である。生徒

数の増加に伴い、昭和５６年と平成４年に２校を分離し、現在に至っている。 

「温」~思いやりのある子、「強」~がんばり抜く子、「活」~進んで学ぶ子、を校訓とし、人

間尊重の精神を基盤に、一人一人の児童に内在する諸能力と可能性を信じて、「志をもち、

知恵を出し合い、心豊かにたくましく生き抜く子ども」の育成を目指している。 

若者の県外流出により校区内では高齢化も進んでいるが、各地区の見守り隊や子供会、小

郡まちづくり協議会、私達ＰＴＡなど地域が良い連携をとりながら、子ども達の生活安全、

環境の向上に取り組んでいる。 

          

   



 

２ ＰＴＡの組織図 

 

  

      執行部                    各部会 

 会 長      副会長             広報部長             広報部会    

 書 記         生活教養部長       生活教養部会  

 会 計           体育部長           体育部会    

                   保健施設部長       保健施設部会  

 監 事     事務局             学年委員    

 おやじの会会長        おやじの会   

              吹奏楽部後援会   

学校教員                 図書ボランティア 

 

   ※各部会は、地区委員、学級委員により組織する。 

   ※副会長および監事は、各部会に担当役員として付き、執行部との連携を図る。 

※おやじの会は、平成２３年度から正式にＰＴＡ組織となる。 

 

  【各部会等の活動内容】  

    広報部          

・各行事の取材、撮影              

・学校広報誌「ふれあい」の発行 

・会報の発行 

 

    生活教養部                   

・あいさつ運動の実施              

・地域安全マップの作成 

・見守り隊感謝の会の運営 

・教育講演会の運営 

・会報の発行 

 

 

 



                      （見守り隊への感謝会） 

    体育部                    

・学校運動会の支援、ＰＴＡ競技の運営      

・校内奉仕作業の運営 

・学校持久走大会の支援 

 

    保健施設部 

  ・ベルマークの収集、整理             （小郡小学校運動会） 

・給食試食会の開催 

・校外食育体験事業の運営 

・会報の発行 

 

    学年委員 

    ・学年活動の実施               

・学級懇談会の運営 

    ・卒業記念に関する事業 

                          （給食試食会） 

おやじの会 

・各種学校行事、ＰＴＡ行事への支援活動      

 

吹奏楽部後援会                 

・各行事においての演奏            

・校内音楽会の支援 

                             （校内音楽会） 

   図書ボランティア                 

   ・学校図書の整理                 

   ・絵本の読み聞かせ会の運営 

 

 

 

  （全体事業） 

   ・小郡小ふれあいフェスタ（１０月）の運営 

    

  （その他）                       （絵本の読み聞かせ会） 

   ・地区委員による地区懇談会の開催 

 

 



３ 研究主題について 

 

   生きる力の育成 「おやじの会による父親の積極的参加を進める PTA活動」 

   豊かな現代社会の中において、子ども達をとりまく教育環境はここ十数年で大きく変化し

てきました。ゆとり教育の推進や、自主性の尊重といった教育方針により、戦後の厳しい

時代を生き抜いてきた私達の祖父母世代や、よもや私達の世代と比べても最近の子どもは、

厳しさというものを知らずに育っており、生きる力というものが十分に養われているのか

疑問に感じることがありました。 

   小学校は、日常の中での基本的な生活習慣や、心と体の育成、また己の個性や能力を養う

大切な場所です。その子供たちの学校生活を支えていくのは決して先生方だけの仕事では

ありません。教員と保護者が気持ちをひとつにして、力を合わせて取り組んでいくことが

必要であると考えます。また、私達保護者が精一杯協力していくことは、自分の子どもに

対する当然の責任だと思います。 

   本校ＰＴＡは、これまでも多くの人が関わり、様々な活動をして参りました。しかしなが

らそこに参加しているのはほとんどがお母さん方でした。現実には様々な活動の中で男性

の力を必要とする場面はたくさんあります。また、子ども達にとっても父親が学校に関わ

っていくことがとても心強く感じるのではないかと常々感じていました。 

そこで、本校では昨年度途中に、小郡地区小中４校では初めてとなる「おやじの会」を

立ち上げました。発足当初からたくさんのお父さんに参加頂き、各行事での活動によって

多くの方の賛同を得ることが出来ました。 

平成２３年度からは、正式にＰＴＡの組織の一部として活動をすることとなりました。

もっと多くのお父さんに参加頂ける企画を考え、今後も継続していける組織づくりを構築

し、本校学校長が掲げる「チーム小郡小」というスローガンに則り、学校および他のＰＴ

Ａ役員と連携をとりながら、子ども達の学校生活の向上、心と体の育成の支援につながる

活動を実施していくことを目的しております。 

 

 

４ 活動内容  

 

   ４月   平成２３年度「おやじの会」の募集 

   ５月   校内美化活動の実施 

   〃    小郡小運動会のお手伝い 

   ７月   おやじの会連絡協議会への参加 

８月   校内一斉奉仕作業への参加 

   ９月   家族キャンプ会の開催 

   〃    あいさつ運動の実施 

   １０月  小郡小ふれあいフェスタのお手伝い 

   １１月  山口市ＰＴＡ連合会ソフトボール大会への参加 

   〃    全国国語研究大会のお手伝い 

   〃    宮西達也先生講演会のお手伝い 

   １２月  門松づくり 

   



【活動の結果】 

 

  ・平成２３年度「おやじの会」の募集 

    ４月１５日付けで、おやじの会メンバー募集の案内文を全ＰＴＡ会員および男性教員

充てに発送しました。 

    前年の活動が実を結び、昨年を上回る３０名（保護者２５名、教員５名）の登録を頂

きました。特に学校長をはじめとする先生方のご参加に感激しました! 

    また４月のＰＴＡ役員会においておやじの会を組織の一部とする旨規約の変更につい

て承認され晴れて正式の会となりました。 

 

  ・校内美化活動の実施 

    日時  ５月８日（日）午前１０時～  

    場所  小郡小学校 

    本年度は運動会が５月開催ということで、運動会に備えて校庭の草刈りと塗装が剥げ

ている遊具や看板・モニュメントのペンキ塗りを実施しました。 

    見違えるようにきれいになった校庭や遊具を見て子ども達も喜んでくれたことと思い

ます。 

    作業終了後、本年度第一回目の活動ということで場所を変えて懇親会を行いました。

先生方もご参加頂きメンバーと教職員との懇親が図れました。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  ・小郡小運動会のお手伝い 

  日時  ５月３０日（月）午前７時～ 

場所  小郡小学校 

土曜日の開催予定でしたが、雨で二日延期となり月曜日開催となりました。 

    平日開催でしたが出勤前の時間を割いて朝早くからグラウンドの水取りやテントの設

営などを行いました。 



ＰＴＡ競技では玉入れのカゴをおやじの会のメンバーで立てました。また体育部の役

員と連携して飲み物のバザー販売や校内の見回り、閉会後の後片づけなど一日中泥ま

みれになって活動しました。 

    天気も回復し運動会も無事開催ができ、子ども達もとても晴れやかな笑顔でした。 

  
 

  ・おやじの会連絡協議会への参加 

    日時  ７月９日（土）午後３時～ 

    場所  周南市保健センター 

    他の学校のおやじの会がどのような活動をしているのかを研究するため山口県おやじ

の会連絡会議にＰＴＡ会長と（どなたが）おやじの会会長の２名で出席しました。学

校によって活動内容は様々ですが目的はみんな同じで、子ども達のことを一番に考え

ているのがよく伝わり大変勉強になり今後の活動に生かされる体験となりました。 

         

  ・校内一斉奉仕作業への参加 

    日時  ８月２１日（日）午前８時～  

場所  小郡小学校 

    毎年夏休みの登校日に実施している体育部主催の校内一斉奉仕作業に参加しました。 

    あいにくの雨で作業は屋内のみの実施となりましたが、おやじの会が残って雨が降る

中刈った草の収集と中庭の溝掃除を行いました。 

    子ども達が毎日通う学校を少しでもきれいにしようと、びしょ濡れになりながらも

黙々と活動しているメンバーの姿が印象的でありました。 

    

  ・家族キャンプ会の開催 

    日時  ９月１０日（土）午後２時～ １１日（日）午前１０時 

    場所  秋吉台家族旅行村 

    おやじの会メンバーの親睦を図るためお父さんと子ども参加によるキャンプを実施し

ました。（大人９名、子ども１１名参加） 

    広場で子供たちと昔ながらの遊びをしたり遊具で遊んだ後、子ども達と一緒に支度を

しバーベキューをしました。夜には肝試しやお菓子のつかみ取りをして５つのテント

に分かれて宿泊をしました。 

    翌朝はみんな疲れていましたがとても楽しいひとときを過ごせました。 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・あいさつ運動の実施 

    ９月から毎月第２水曜日に校庭であいさつ運動をすることとなりました。 

    午前７時半から、登校してくる子ども達に「おはよう!」と声掛けをして元気に一日過

ごしてもらいたいということで始めました。 

日頃子どもの登校する姿を見る機会がないため、とても新鮮な光景でありました。ま

た子ども達の元気な挨拶にこちらが一日の仕事への活力を得た感じがしました。 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

   

・小郡小ふれあいフェスタのお手伝い 

    日時  １０月１４日（土）午前７時～ 

    場所  小郡小学校 

    毎年１０月にＰＴＡ主催で開催しているふれあいフェスタのお手伝いをしました。 

    主に焼き鳥ブースのお手伝いでしたが、前日の器具搬入や会場設営など力仕事全般は

おやじの会が主体となって行いました。全ＰＴＡ役員による運営であり、他の役員の

お母さん方とも交流を深めることが出来ました。 

    また今年は最後におやじの会によるクイズ大会を実施しました。初めての試みであり

ましたが、子ども達がとても楽しんで参加してくれ例年以上に盛り上がったフェスタ

になりました。子供たちにもおやじの会を覚えてもらえたような気がします。 

        

 

         

 

・山口市ＰＴＡ連合会ソフトボール大会への参加 

  日時  １１月３日（土）午前８時～ 

  場所  円座公園グラウンド 

  山口市ＰＴＡ連合会主催で毎年開催されているソフトボール大会へおやじの会のメン

バーでチームを作って出場しました。ここ数年参加者が集まらず出場できていなかっ

たため久しぶりの参加でした。 



  試合にも勝ちケガもなくみんな楽しくプレーできメンバーの結束力がより高まった日

となりました。 

 

  ・全国国語研究大会のお手伝い 

    日時  １１月２３日（木）午前９時～ 

    場所  小郡小学校 

    山口県で初めての全国国語研究大会が本校で開催されることとなりました。その会場

設営をＰＴＡ執行部とおやじの会で手伝いました。 

    大会当日のお手伝いについては、平日のためメンバーは参加できませんでしたが、夜

の歓迎レセプションにＰＴＡ会長とおやじの会会長の２名が招待され、大会の運営に

尽力したとのことで感謝状を頂きました。 

大変ありがとうございました。 

 

        

 

 

 

 

           

 

  ・宮西達也先生講演会のお手伝い 

    日時  １１月２７日（日）午前８時３０分～ 

    場所  小郡ふれあいセンター 

    前日の全国国語研究大会でも講演された絵本作家宮西達也先生の、一般向けの講演会

を図書ボランティアが運営することとなり、会場設営等のお手伝いをしました。 

    宮西先生の温かい心遣いで、おやじの会のPRをして頂き、小郡小学校におやじの会 

    ありということを周知することができました。新しいお父さんの参加にもつながって

いくことを願います。 

               
 

・門松づくり 

  日時  １２月１０日（土） 

  場所  小郡小学校 

  学校からの要請により、毎年学校の正面玄関に飾る門松づくりのお手伝いをしました。 

  ほとんどのメンバーが門松を作ったことはありませんでしたが、昨年の写真を参考に

竹を切るところから始めました。 



  子供たちが毎日通る場所だけにみんな一生懸命作業していました。２時間程度で完成

しその出来栄えにみんな満足していました。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 活動の成果と今後の課題 

 

   小郡小学校にお父さん達による「おやじの会」が発足して2年目となりました。 

昨年度は途中からの発足であったため十分な活動が出来ませんでしたが、今年度はＰＴＡ

の中の正式な会として１年間フルに活動してまいりました。 

普段は仕事があるため、なかなか学校に足を運ぶことができませんが、各行事の前には

案内文書やメールにより参加の呼びかけを行い、みんな時間を作って参加してくれました。

メンバーの中にはわざわざ休暇をとって参加してくれる方もいました。 

活動の目的は各行事の支援活動ですが、当初から掲げていた校内の環境整備活動・生活

安全活動など子ども達の学校生活の向上に結びつく活動もできました。また単独でのキャ

ンプ会やふれあいフェスタでのクイズ大会朝のあいさつ運動など新しい活動を試みたこと

で子ども達におやじの会を覚えてもらうこともできました。 

他のＰＴＡ役員の理解はもちろんのこと学校長をはじめとする先生方からご理解とご協

力を頂けたことが非常に大きく、様々な場面において父親の力を十分に発揮できた１年で

あったと思います。 

今年度新しく参加してくれた方もありましたが、反面登録頂いたメンバーの中には途中

から参加しなくなった方も多くあり、活動するメンバーが固定化してしまい、いかにみん

なが気持ちを一つにして参加してくれるかといこうことが今後の課題として残されました。

また登録頂いたメンバー以外でも子どもや学校のために協力をしたいという気持ちを持っ

ている方がたくさんいると思います。会を存続させていくにはそのような方が気軽に参加

頂けるように体制の構築を進めていくことが必要であると思いました。 

おやじの会の活動によって子ども達に何か感じてもらい生きる力を養ってもらえるよう 

これからも ”カッコいいお父さん” を見せていきたいと思います。 


