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 早秋のみぎり、PTA会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 

今年は連日猛暑というより酷暑で、例年以上に熱中症が心配される夏でした。 

これから疲れが出やすい時期です。どうかお体を大切にお過ごしください。 

  さて、夏休み中にお引越しが完了し、真新しいプレハブでの新生活がスタートしました。 

また、来週末に迫った第 52回光陵祭へ向けて、いよいよ準備も佳境に入っております。 

頑張る光陵生を全力で応援し、皆で光陵祭を盛り上げていきましょう！ 

 

 

        《 活 動 報 告 》   

                 

     7月 6日 （金） 、7日（土）  

    第 64回 関東地区高 P連大会 栃木大会（宇都宮、鬼怒川温泉 他） 

7月 9日 （月）  第 1回社会環境健全化推進街頭キャンペーン（サポーターズ） 

７月 13日 （金）  日帰りバスツアー 

    『アサヒビール神奈川工場見学＆湯本富士屋ホテルランチバイキング＆ 

        一夜城 YoroizukaFarm＆小田原鈴廣かまぼこの里」』 

7月 18日 （水）  「光陵だより 99号」発行 

7月 21日 （土）  県高 P連横浜中地区 第 2回交通安全対策会議（光陵高校） 

8月 11日 （土）  交通安全対策特別委員会（シルクセンター地下大会議室） 

8月 20日 （月）  第 68回 全国高 P連大会 佐賀大会（佐賀県総合体育館 他） 

8月 30日 （木）  第 4回実行委員会・常任委員会 

    第 3回 交通安全対策会議プロジェクトチーム定例会 

8月 31日 （金）  「光陵祭『PTA ふれあい広場』へのお誘い」「権太坂通信 No.30-2号」発行 
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                  ◆PTAバスツアー◆ 

 

今年のバスツアーは、７月１３日に参加者５２名で実施しました。梅雨は明け、晴れて猛烈な暑さとなり 

熱中症には厳重に警戒が必要な日でした。 

コースは、藤沢駅北口さいか屋前→南足柄市にある「アサヒビール神奈川工場」見学→箱根町の湯本富士屋

ホテルでランチバイキング→小田原の「一夜城 YoroizukaFarm」と「小田原鈴廣かまぼこの里」で買い物→藤沢

駅北口さいか屋前です。 

アサヒビール神奈川工場ではアサヒビールが出来るまでを映写と工場見学で学びました。ビールの主原料で

ある麦芽やホップに実際に触れることもでき、ホップは緑色の小さな松ぼっくりの様で、柑橘系に似た香りがしま

した。ろ過工程の見学では、成熟したビールから酵母などを取り除き、透明で黄金色に輝くビールが誕生する仕

組みを見ました。また、アサヒグループが「低炭素社会の構築」「循環型社会の構築」「生物多様性の保全」「自

然の恵みの啓発」という４つのテーマに基づき、環境の課題に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢

献していくという環境ビジョンを掲げているということも同時に学びました。 

最後は一番のお楽しみ、できたてのうまさと鮮度にこだわった「美味い！」ビールを試飲させていただきました。 

   昼食会場は湯本富士屋ホテル「姫沙羅」でした。木や自然のぬくもりを意識し、光の演出を施した和モダンス

タイルな店内でのランチブッフェ。温製料理、冷製料理の他、デザートからサラダまで多彩な料理が並んでいま

した。シェフが目の前でローストビーフをカッティングして下さるデモンストレーションには長い列ができていまし

た。ひとくち大のスイーツを食べながらコーヒーを飲み、ゆったりと会話も楽しめたランチタイムとなりました。 

   午後はまず、パティシエの鎧塚俊彦シェフが経営する「一夜城 YoroizukaFarm」に行きました。かつて豊臣秀

吉が小田原制圧のために築いたとされる一夜城跡のすぐ近くにあります。相模湾を一望する風光明媚な土地に

畑と地産地消を目指したレストランとパティスリー、ブーランジェリー、直売所を備えた地元の方と一体となった

お店です。畑や動物のオブジェ、子どもが喜びそうな木製のブランコがあり、丘を登りきると小田原市内や相模

湾の景色を見ることができました。パティスリーでは自家製パンやアイスクリーム、ジャム、ケーキが並んでおり、

マルシェでは小田原の自然で育った野菜や果物などが販売されていて、初めて目にする野菜もありました。そ

れぞれ存分に買い物を楽しみました。 

   次に「小田原鈴廣かまぼこの里」に行きました。創業は慶応元年“味づくり一筋 匠の技を受け継ぎ 素材を

活かす鈴廣かまぼこ”その名の通りかまぼこと言えば鈴廣かまぼこが有名です。ここには「かまぼこ博物館」が

あり、時間が許せば予約をしてかまぼこ・ちくわの手作り体験ができます。また映像技術や様々な仕掛けを使い、

かまぼこのヒミツなどを遊びながら学べます。そして私たちは、お買い物コーナーで消化吸収抜群・たんぱく質た

っぷりの様々な種類のかまぼこを試食しながら、最後の買い物を楽しみました。 

   当日は不慣れな点もあり、参加された方々に楽しんでいただけたのかと不安でしたが、お書きいただいたアン

ケートを拝見したところ、沢山の皆様がご満足されたようでホッと胸をなで下ろしております。 

最後になりましたが、参加者の皆様にご協力をいただき、予定通りに安全にツアーを終えることができました 

こと、企画運営委員一同感謝しております。ありがとうございました。 

                                                 

                                                     企画運営委員 

  



          

              

光陵祭の制服リサイクルについて 

 

 

 本年度も、光陵祭『ふれあい広場』内に、「制服リサイクルコーナー」を設けます。 

リサイクルの制服がご入り用の方はぜひお越しください。 

 また、ご不要になりました制服（詰襟・ブレザー・夏冬用ズボン・スカート）の提供は、 

随時受け付けております。直接、または生徒を通じて担任の先生へお渡しください。 

光陵祭当日「制服リサイクルコーナー」へ直接お持ちいただいても結構です。皆様のご協力を

お願いいたします。  

 ※必ず洗濯をお済ませください。 

 

 

 

 

 

光陵祭「ふれあい広場」へのお誘い 

 

 

 間もなく光陵祭！今年も PTAでは、無料休憩所『ふれあい広場』（1棟 2階会議室）を開きま

す。無料の飲み物とお菓子を用意して皆様のご来場をお待ちしております。               

また、おにぎりや菓子パンなどの軽食、光陵祭限定“光陵饅頭”の販売、PTA コーラスのミニ 

コンサート（8日 13:30～）もございます。 

情報交換やおしゃべりなどを楽しみにぜひお立ち寄りください！ 

 

 

 

サポーターズ活動★社会環境健全化推進街頭キャンペーン 

 

７月 9日（月） 第 1回社会環境健全化推進街頭キャンペーン 

 東戸塚駅東口にて、サポーターズ 5 名・先生方４名・本部２名で参加し、「インターネットの使

い方」の啓発チラシ（ポケットティッシュ）を配付しました。 

詳しくは、PTAホームページをご覧ください。 

 

 



サポーターズご登録に関して（再度ご確認ください！） 

せっかくご登録いただいても、残念ながらこちらからのメールが受信されず返って来てしまうケースが多発して

います。これまでにアドレス登録をされた方で「登録完了のお知らせ」が 

届いていない場合は、今一度以下のご確認をお願いします。 

①supporter@koryo-pta.orgを受信できるよう設定してください。 

②迷惑メールフォルダーを確認してください。 

③別のアドレスを新たに登録してください。supporter@koryo-pta.orgにメールを 

送信、または右の QRコードをご利用ください。 

＊ 自動登録システムではありません。管理者が手作業で返信しているため、返信に数日かかることがありま

す。 

＊ お問い合わせの際は、登録済アドレスとは別のアドレスからお願いします。 

＊ 携帯電話のアドレスで登録した場合、*キャリアメール以外からのメールの受信を拒否する設定になってい

ることが考えられます。ご自身で設定したつもりがなくても、初期設定されていることがあります。受信設定

をご確認いただくか、別のアドレスを登録してください。 

*キャリアメール＝＠docomo, @ezweb,@softbankなど 

＊ 光陵高校 PTAホームページ「サポーターズからのメールが受信できない場合」 

http://koryo-pta.org/support/receivng.pdf もご参照ください。 

＊ 随時登録可能です。 

光陵高校 PTAホームページ   http://koryo-pta.org   

 

 

《 今後の主な予定 》 

9月 7日 （金）  光陵祭前日準備 

9月 8日 （土）  ～ 9日 

           第 52回光陵祭『ふれあい広場』   

9月 13日 （木）   第 8回 i-ハーベスト発表会（サポーターズ） 

9月 22日 （土）  県高 P連横浜中地区 第 3回交通安全対策会議 (光陵高校) 

10月 13日 （土）  2学年保護者対象キャリアガイダンス・学年懇談会 

10月 18日 （木）  第 5回 実行委員会・常任委員会 

    第 4回 交通安全対策会議プロジェクトチーム定例会 

10月  19日 （金）  県高 P連横浜中地区 地区大会（横浜平沼高校） 

11月 10日 （土）  第 2回学校説明会 

    3学年保護者対象キャリアガイダンス 

12月 1日 （土）  県高 P連大会 

12月 8日 （土）  第 3回学校説明会 

12月 14日 （金）  県高 P連横浜中地区交通安全大会（横浜平沼高校） 

    

mailto:supporter@koryo-pta.org
http://koryo-pta.org/


平成 31 年度の役員・委員選出について    

 

来月、平成 31 年度本部役員選出のための「役員候補者指名委員会」が発足します。 

来年度の本部役員、3 学年、2 学年の委員選出にさきがけ、「本部・委員会活動」について皆様のさまざ

まな疑問にお答えいたします。スムーズな役員・委員選出の一助になれば幸いです。 

※PTA の活動内容は、年度初めにお配りしたおたより、または PTA ホームページ http://koryo-pta.org/ 

をご覧ください。 

                                                     

Q 委員会活動で集まる頻度は？  

A 常任委員会は年 6 回。（他校と比較すると約半分）その他、三大行事など委員会ごとの活動日あり。 

 

Q 役員・委員の任期は？ 

A 原則 1 年間です。お一人でも多くの方に役員・委員を経験していただき、みんなで光陵生を応援でき

るよう、原則として毎年交代しています。(ただし再任を妨げない－会則より) 

 

Q PTA 活動時の交通費負担が心配。 

A 本部・委員会の活動には、交通費が実費で支給されます。(生徒の通学経路に準ずる) 

 

Q 活動に毎回出席できないかも。（時間的な不安） 

A 「できる人が、できる時に、できることを！」をモットーに、光陵 PTA ではチームワークの精神で

お互いに助け合い、補い合って活動しています。 

 

Q 何もできませんが、大丈夫でしょうか？ 

A 多くの方がそうおっしゃいます。一人ひとりの力は小さくても、チーム全員が協力することで大きな

力が生まれます。「光陵生の笑顔のために！」この気持ち一つあれば充分です！ 

 

Q 光陵 PTA の役員・委員は PTA などの経験者ばかり？ 

A 本部役員でも本部経験者は例年 1～2 名。まったく初めて委員をなさる方も多くいらっしゃいます。 

初心者ばかりでも活動が滞らないよう、前年度の役員・委員がいつでも相談にのりサポートしてくれ

ますので安心です。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～                                       

いかがでしたでしょうか？  

少しでも皆様の疑問や不安が解消され、何となくでも光陵 PTA の雰囲気が伝われば嬉しく思います。 

高校の PTA 活動は、保護者としてできる子どもたちへの最後のサポートです！ 

お忙しい日々をお過ごしのことと思いますが、ぜひ皆さんで一緒に光陵生を応援しましょう！ 

新役員・委員のスムーズな選定のため、皆さまのご協力を心よりお願い申しあげます。 

 

                                          以  上 

http://koryo-pta.org/

