
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年度 

下関市ＰＴＡ連合会 研修大会 
!" #$%&'()*++,-./"
� � 13:00〜受付開始� 13:30〜開会行事・表彰式�
� � 14:10〜第１部（所管説明）� 14:50〜第２部（記念講演×2）� 16:00� 閉会�
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第１部 下関市教育委員会 所管説明 
 ・市立学校適正規模･適正配置について 
 ・GIGAスクール構想について 
 ・新しくできる学校給食共同調理場について 
第２部 記念講演（DVD視聴） 
 (1) 青木 拓磨 氏（車いすレーサー） 
   テーマ：夢をあきらめない、挑戦し続ける事 

青木拓磨 TAKUMA AOKI 1974年2月24日生まれ 47歳

1995年 世界選手権第3戦 JAPAN GP５００ccクラス 3位
全日本選手権スーパーバイククラス チャンピオン

1996年 全日本選手権スーパーバイク２年連続チャンピオン
世界選手権スーパーバイク 優勝

1997年 世界最高峰 ロードレース世界選手権５００ccクラス
世界ランキング５位を獲得

1998年 栃木のテストコースにて、テスト中に転倒し脊髄損傷を負う
1999年～2001年 ＨＲＣ助監督に就任 鈴鹿8時間耐久3年連続優勝
2007年 FIAアジアクロスカントリーラリー T2-G２位（総合7位）
2009年 ダカールラリー参戦
2011年 FIAアジアクロスカントリーラリー 総合3位 T１-Dクラス3位
2012年 スーパー耐久ST-2クラス ランキング３位獲得
2013年 FIA GT ASIA FUJIラウンド参戦 GTMクラス ５位

FIAアジアクロスカントリーラリー 11位
2014年 FIA GTASIA GTMクラス ランキング 2位 （優勝３回）

FIAアジアクロスカントリーラリー ４位
2015年 FIA GTAsia “GTMclass” Ranking 5th(LAMBORGHINI GALLARDO GT3)

FIA AXCR 総合9位 T1クラス7位

2016年 FIA Asian LeMans series GTcup class  Champion (PORSCHE CUPGT3)

FIA AXCR 総合17位 T1クラス9位
2017年 FIA AXCR 総合6位 T1クラス5位

2018年 FIA VdeV endurance championship LMP3クラス3位3回

2019年 FIA UltimateCUP endurance LMP3クラス ３位２回

FIA AXCR 総合１３位 T1クラス9位

鈴鹿8時間耐久で24年ぶりにバイクに乗る

2021年8月 FIA 世界一の車のレース ルマン24時間へ参戦

（資料）プロフィール

主催 下関市ＰＴＡ連合会  後援 下関市教育委員会 

◆ 大会テーマ ◆ 

次代へ向けたＰＴＡ 	 創造力と行動力 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２部 記念講演（DVD視聴） 
 (2) 田川 ヒロアキ 氏 
   （ギタリスト&コンポーザー／しものせき海響大使） 
   テーマ：夢への扉 

ీઔϐϫΠΫ HIROAKI TAGAWA
άνʖϋρέΝ͖ٱΔѴΖϫρέάνϨηφʄ

Hiroaki Tagawa Official HP http://fretpiano.com/
ʀFacebookʀTwitter ʀInstagram

ࠋࢺࢫࣜࢱࢠࢡࣟࡢ┣ࡘᣢ㏫ࢡࢿࡢ࣮ࢱࢠ
ࠊࡋ❧☜ࣝࢱࢫ₇ዌࡢ⮬⊃࡞࠺ࡢࣀࣆࠊⅭ࠸࡞ࡀ㦂⤒ࡓぢዌἲࡢ⯡୍
㉸㧗㏿ࢬ࣮ࣞࣇ࡞ࢫࢹ࣓ࣟࣞዌ࡛ࠋ

࣮ࣗࢹࣟࠊ࣮ࢨ࣮ࣥࢥࠊጞ₇ዌࡢ་⒪ᶵ㛵࡛ࠊᏛᰯࠊࢺࣥࠊࢺ࣮ࢧࣥࢥ
ࠋࡅࡀᡭస᭤ࡢࢢࣥࢯࢪ࣮࣓ࠊࢪࣛTVࠊ࡚ࡋ࣮ࢧ

2021ᖺ8᭶ࠕᮾி2020ࢡࣆࣥࣜࣛࣃ㛤ᘧࠖฟ₇ࠋ

᮶Ṕ
⿑2007ᖺ ୰ᅜி10ࠊ࡚ேࡢ㔝እࢺ࣮ࢧࣥࢥฟ₇ࠋ
⿑2009ᖺ SUMMER SONIC, LOUD PARK➼ࣝࣂࢸࢫࣇࡢฟ₇ࠋ
⿑2013ᖺ Ἀ⦖Camp Schwab࡛ࣝࣂࢸࢫࣇࡢฟ₇ࠋ
⿑2013ᖺࠥྛᆅࢫ࣮ࣞࡢ࡛ࢺ࣮ࢧࡢ㛤ᖥࡢ࡛࣮ࢱࢠࠊ࡚ᅜḷ⊂ዌᢨ㟢ࠋ
⿑2014ᖺࠥࠕMAZDA FAN FESTAࠖ බᘧࢪ࣮࣓㸤CMࢫ࣮ࣜࣜࢢࣥࢯ
⿑2015ᖺ ➨23ᅇୡ⏺࣮ࣜࣥࣕࢪࢺࢫ in Japan ฟ₇
⿑2015ᖺࠥᅜ❧௦ࠎᮌయ⫱㤋ࠊ࡚ᮾிࣜࣥࢡࣆࣥࣜࣛࣃࠊࢡࣆᛂ⾜

ࠋົ࣮ࢲࢧࣂࣥ㡢ᴦࠊࡋฟ₇Sports Of Heartࠖࠕ
⿑ 2015ᖺ ⏣ᕝ䛜స᭤䛧䛯䛂ᖹ䛾㢼䛃䛜᪥ᮏ䛾䝁䞊䝷䝇䜾䝹䞊䝥NADESHIKO䛻䜘䜚

ࡉ㢠ᐤ㑊㞴Ẹࡢࢽࢫࡀ㢠ࡢ┈ࠊࡉ⪷ᇽ࡛ᢨ㟢ࡢࣜࢱ
⿑2018ᖺ ࠋ࠺⾜ࢺ࣮ࢧࣥࢥ࡚ 㤶ࠊࢡࢥࣥࣂ
⿑2019ᖺ ࢢࣥࢯᛂࡓࡅྥࢡࣆࣥࣜࣛࣃ࣭ࢡࣆᮾிࣜࣥࠊ࡚ࢫࣝࢪࣥࢧࣟ
ࠋࢢࣥࢹ࣮ࢥࣞSkyࠖࠕ
⿑2021ᖺ ⪷ⅆ࣮ࣜࣞࠕ࡚ࢺࣥࣥࣙࢩ࣮ࣞࣞࢭࡢSkyࠖ₇ዌࠋ

ྠᖺ ࠋฟ₇㛤ᘧࠖࢡࣆࣥࣜࣛࣃᮾி2020ࠕ

2021ᖺڰ ୡ⏺㐍ฟ࣮ࠊࢫࣜࢠࠊ࣓ࣜࠊ࡚࣮ࠖࢱࢫࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕ⤌␒ࣥࣙࢩࢹ
ࡍᚓ⋓࣮ࣇᅜࡢཧຍᅜ࡚ࠊࢱࠊ୰ᅜࠊࢫࣥࣛࣇ

ϟʖΩʖγϛʖφحֺ
࣭Marshall
࣭Sadowsky
ʀEMG
ʀ CUSTOM AUDIO JAPAN
ʀERNIEBALL
࣭ZOOM
ʀTascam
ʀShure
ʀKikutani Music

άືࡢࡢࡑ
࣭どぬ㞀ᐖ⪅ࡢⅭࡢᬒ㆑ู㡢ኌ࣓ၟࠖࢫࣛࢢࢼࢲࠕࢿရࡢᢏ⾡㛤Ⓨ㢳ၥ
࣭Ꮫᰯ་⒪ᶵ㛵࡛ࡢㅮ₇
࣭㡢ᴦࡢ࡛࣮ࣝࢡࢫㅮᖌ
࣭Ꮫࡢᐈဨᩍᤵ
࣭ᒣཱྀ┴ࡉࡩ
ᾏ㡪ࡁࡏࡢࡋ࣭

˙TVड़ԍ
ʀNHK૱ʰ͕ͺΓ͑ೖຌʱ ʀNHK૱ʀEτϪʰBٝʱ
ʀೖຌτϪϑʰήϫʖώϩηνʖʱʀೖຌτϪϑʰηρΫϨʱ
ʀTV౨ښʰࠕΝਫ਼͘Ζʱ
ʀFNN ʰηϒʖέʱ
ʀTNCτϪϑೖຌʰηʖϏʖωϣʖηʱ
ʀ͊̈́ͅτϪϑ ɼKRYૻ๎ɼyabೖ๎ૻɼ BSϓζଠ

˙ϧζΨ
ʀFM TOKYOܧ Music Bird
ʀFMϦαύϜ
ʀFM͕ͫΚΔʰీઔϐϫΠΫLiving Guitarʱ
ʀFM
ʀKRYૻ๎ ଠ

˙ซ
ʀຘೖซʀಣജซʀೖซʀܨซ
ʀࣆ௪৶ʀซʀࠅซʀೖקηϛʖଠଡ਼

˙ΤΥϔഖର
ʀࣆ௪৶ ʀYahoo!Japan ʀbillboard Japan
ʀγʖοψ ʀBIGLOBE ʀnifty ʀֺళWoman
ʀϜψϑ ʀϜʖεϡϩϔϫή
ࢿ˙
ʀάνʖʀϜΪζϱ ʀϢϱήʀάνʖʀϕϪϢʖ

˙क͵ֺۄڛ τʖϜλϱήʀϟʖζλϱήۄՅ
ʀϜςξϓΟϱϓΥηνʲΫϝΝͦͱʳʤCMλϱήʥ
ʀϜςξϓΟϱϓΥηνʲRide The WindʳʤCMλϱήʥ
ʀαίϢʲΩϧϞʖοϥZʛඁືૌ৭αίϢτʖϜʳ
ʀNHK EτϪʲBٝʳΨʖϕωϱήۄ
ʀ̢̩̰ૻ๎ʲωϣʖηϧϔʳ
ʀϏοηϫʲਇϠήϠή෫ྜྷՒਠʳ
ʀϖϲΡϟνϩεϱζίʖφΠχϪηλϱή(JFNܧસࠅϋρφ)
ʀΩϠϱ̝̤ʤԾؖࢤʥ̝̤ϪΫΨʤԯೆݟʥ
ʀࢤ ݃ਕࡉʤ͘ΐͮͳ͠͏ʥτʖϜλϱήʲ͘ΐͮͳʳ
ʀؖJAPANϚέεϱήζϞʲVictory!ʳ
ʲැͶໂʄʳʲLoftey Treeʳ
ʀݟౣ߁ැࢤޘࢤLiveˏShotbarίϧΤηϧϱϔϧ20ब೧ى೨λϱή
ʀϗφψϞύόഀΓ͠͞͏οʖϞ τʖϜλϱήʲNeverlandʳ
ऀՐ͵ʹ
ʀࣞהճऀໃळʲͪΞΈΈͳ෫ʳ
ʀΠηφϫγʖϔࣞהճऀʲSpacecraftʳ
ͨଠ
ʀୈએཁָߏʤએཁݟీࢤʥԽֺනճ τʖϜۄʲฑ෫ʳ
ʀΓ͠͞͏ԍۄʰݟ૱ཅΕۄʀ͵ΔʱΝͺͣΌɼ
સࠅΓ͠͞͏οʖϞͶଡ਼ڛ
ʀ̫̭ʀϧζΨ̤̚λϱήଠଡ਼ڛ

ԍɼϪαʖυΡϱήڠ˙
ාୀಬɼυʖϠϱֵԾɼ್ҬࣰݬʤLOUDNESS)ɼਭҲɼ
ଞٝɼુըٳʤThe Good-Byeʥɼല෫ηϧϱϕɼ
Ή͠Γ͢ଡɼࢢܛέϨηνϩΫϱήీথ೯ɼీݫ
਼

2021.8.24 ౨̎̐̎̐ښϏϧϨϱϒρέճࣞ


