令和３年３月吉日
ＰＴＡ会員の皆様
東田中学校ＰＴＡ
会長

大小島 恵美

第 2 回ＰＴＡ運営委員会だより
令和３年 2 月 1６日開催
於 第二会議室 28 名出席

杉田校長先生より
立春が過ぎ暦の上では春を迎えましたが、朝
晩はまだまだ寒い日が続いています。おかげさま
で、新型コロナ感染症が蔓延することなく、学校
生活を送ることができています。新型コロナに感
染した本校の生徒も無事登校を再開しました。３
学期になってからもインフルエンザの発症もな
く、落ち着いています。コロナ感染症予防対策の
効果かもしれません。
さて、緊急事態宣言が発出されてから、教育課
程を変更せざるを得ず、２年生スキー移動教室、
校外学習は中止にしました。なお、３年生修学旅
行については感染症予防対策を講じながら実施
することにいたしました。３年生の最後の行事を

無事終えて、卒業式を迎えたいと思います。
先日、新入生保護者説明会が終わりました。予
想以上の方が参加し、来年度は生徒数が増えそう
です。入学してくる生徒たちがどんな中学校生活
を送るのか、どれだけ成長するのかと考えると、
毎年のことですが晴れやかな気持ちになります。
最後になりましたが、この１年間、コロナ禍の
中、保護者の皆様にはご協力いただき、ありがと
うございました。また、PTA 役員の方々にはメ
ールやネットを活用し、PTA 活動の継続に努力
していただきましたことに感謝申し上げます。令
和３年度もどうぞ引き続き PTA 活動をよろしく
お願いいたします。

大小島会長より
本日はお忙しい中お集りいただきまして、あ
りがとうございます。
コロナによる緊急事態宣言が続いております
が、感染予防対策をして短時間で開催したいと
考えております。今回の運営委員会は、今年度
最後となりますが、人数を制限していることも
あり、正副委員会と予算委員会を別途開催せ

ず、予算についても運営委員会でお話させてい
ただきます。皆さまのご意見をお聞かせくださ
い。
また、来年度役員候補の方も傍聴していただい
ております。後ほど選考委員長の方からご紹介
させていただく予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。

討議事項
【学級活動費について】
今年度は例年のように、保護者会でのお菓子代として学級費を利用することが難しかったため、１，
2 年生の学級費は卒業記念品費に上乗せして使用する提案があり、賛成多数により承認されました。

【PTA バレー部半袖ユニフォーム購入時の送料について】
予定とおり今年度予算 60,000 円で PTA バレーボール部の半袖ユニフォームを作成しましたが、
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別途送料 765 円が発生しましたため、予備費に計上することにいたしました。

【杉並区次世代育成基金への寄付について】
区が主催・共催する体験・交流事業に参加する子どもたちを支援するための杉並区次世代育成基金
に本年も 10,000 円寄付する事に決まりました。

報告事項
【選考委員より】
令和３年度新役員内定者のご紹介がありました。新役員内定者の皆さんは、３月 開催の令和 2 年
度ＰＴＡ年度末定期総会で承認されましたら決定いたします。

【予算委員会報告】会計より
令和２年度の各委員会と相談の上、令和３年度予算案（原案）を作成しました。
なお、今回作成した予算案原案は、令和３年度に実施される予算委員会で最終調整され、５月に実施
される定期総会で提案されます。

【育成委員会より】
日頃より青少年育成委員会が推奨する事業にご協力くださり、ありがとうございます。
コロナの状況がいつまで続くのかわからない現状を踏まえて、来年度や今後の活動の仕方を模索・検
討しています。毎年開催しているデイキャンプは交流を深める目的の他に、炊き出しなど地域の災害
訓練も兼ねている貴重な場なので来年度からは開催できるよう、制限や条件を設けるなど対策を検討
しています。
中学生を対象にしたボウリング大会は今回のコロナ禍での中止を機会に、現在の中学生の放課後や
休日の過ごし方が忙しくなっている現状を考慮し、イベントの中止や代替案を含め来年度に再検討す
る予定です。

【P 協より】
今年度は例年通りの活動はできませんでしたが、下記のような取り組みをいたしました。
① P 協には今まで会長が参加していましたが、試行期間を設け検証し協議を重ねて来年度から副会長
が担当する事が可能となります。
業務が分担でき P 協への参加しやすさに繋がる事を期待します。
② 杉中 P 協独自のホームページを来年度から開設すべく、業者の選定や掲載内容について検討し準
備を進めてまいりました。ホームページを活用して P 協の活動を幅広く周知していきたいと考え
ます。
③ オンラインでの会議の開催、オンラインでの研修会の開催等、集まらなくても実行できる方法で活
動を積極的に行なってきました。コロナが終息しても便利なツールを利用して活動する事で役員
の負担が軽減される事を期待します。
また近日、P 協広報誌が発行され皆さまに配布される予定です。P 協の活動についてわかりやすく掲
載されておりますので、ぜひご覧ください。
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各委員会の活動報告・予定
【各委員会共通】
2/1６
3月

予算委員会兼正副委員長会議出席、第２回運営委員会出席
年度末定期総会出席

1 学年学級代表委員会

文化委員会

秋元 さん

椎名 さん

《活動報告》
10/23
リサイクル会お手紙印刷配布
/30
第２回制服・学用品等リサイクル会開催
《今後の予定》
３月末 リサイクル品回収

《活動報告》
10/30 保護者親睦会、学級 PTA
11 月初旬 学級費の使途について相談検討
（グループ LINE）
11/11 校長先生懇談会
12/17 学級専門委員会・特別支援学級合同講演会
参加（zoom）
《今後の予定》
3/12
学級 PTA

広報委員会

森 さん

《活動報告》
10/17
３年生先生方にインタビュー・取材
/26
２年生先生方にインタビュー・撮影
2 学年学級代表委員会
江村 さん
11/ 6
３年生体育大会撮影
《活動報告》
１年生先生方にインタビュー・撮影
10/ 8
第 2 学年運営員会開催（学級 PTA について）
/20
学びの先生方にインタビュー・撮影
/30 第１回学級 PTA（懇談会）
12/19
１年生、２年生体育大会取材
11/10 校長先生懇談会
９月～１月
広報誌作成作業 随時
第２学年運営員会開催（学級費の使い方に
《今後の予定》
ついて）
2 月中旬
広報誌発行予定
11/28～12/4 学級費アンケート実施
12/ 7
学級専門委員会・特別支援学級合同講演会
校外生活委員会
尾畑 さん
（zoom）
《活動報告》
《今後の予定》
12/14 地域専門委員会「子どものネット・スマホ
3/ 6
第２回学級 PTA（懇談会）
トラブルについての法律知識」（zoom）

3 学年学級代表委員会

田島 さん

選考委員会

《活動報告》
10/15
校長先生懇談会
第３回委員会（卒業記念品決め）
11/10
卒業記念品発注

中川 さん

《活動報告》
10/25
選考委員会開催（クラス内選出準備）
/30
クラス内選出開催
11/15
第１回互選会開催
29
第２回互選会開催
2/ 2
2021 年度 PTA 役員立候補者内定
《今後の予定》
2 月～3 月 新執行部への引継ぎの調整
新学年クラス委員選出のお願いの発出
4月
クラス委員、及び正副委員長選出
新選出委員長への引き継ぎ
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学校支援本部 東田クラブ
《活動報告》
10/23
11/14
/24
/25
/26
12/16
/22
1/13
/16
/20
/22
2/12

代表 今井 さん
《今後の予定》
02/20 スタディルーム

漢検準会場実施
スタディルーム
英検申込み受付
図書館サポート
全体会開催
図書館サポート
漢検申込み受付
図書館サポート（英検リスニング）
英検・漢検対策講座
図書館サポート（英検リスニング）
英検準会場実施
漢検準会場実施

執行部の活動報告・予定
《活動報告》
《今後の予定》
10/ 3 4 分区オンライン予算要望会議【P 協】
2/18 ラインワークス講習会（zoom）【杉中 P 協】
10/15 １５日 分区長オンライン会議【P 協】
/19 ４分区新旧顔合わせ（zoom）【杉中 P 協】
/17 東田中学校 学校運営協議会 【CS】
/22 拡大役員会（teams）【杉中 P 協】
/26 拡大役員会オンライン【P 協】
/25 成田青少年育成委員会
11/5,9 4 分区オンライン予算要望会議【P 協】
年度末常任委員会【育成】
/15 互選会
地域教育連絡会 情報交換会
/17 成田青少年育成委員会臨時常任委員会【育成】
３月初旬 会計監査
/20 令和 4 年度予算要望配信
３月
年度末定期総会 配信予定
/23 東田中学校 学校運営協議会オンライン【CS】
/29 互選会
12/ 7 学級専門委員会・特別支援学級合同講演会【P 協】
/13 杉並区中学校対抗駅伝大会 救護受付手伝い【P 協】
/14 地域専門委員会講演会【P 協】
1/12 ４分区オンライン会議【P 協】
/18 第３回拡大役員会オンライン【P 協】
/23 東田中学校 学校運営協議会オンライン【CS】
/24 互選会
/27 ４分区オンライン会議【P 協】
2/ 9 ４分区オンライン会議【P 協】
13 新入生説明会

連絡事項
【令和 2 年度年 PTA 度末定期総会のお知らせ】
年度末定期総会についてですが、コロナ禍の状況を鑑み、昨年の定期総会同様に 3 月に書面総会に
させていただくことをご了承ください。

【会計より】
〇2 月末日で仮決算を行います。清算がある委員さんは必ず会計へご連絡ください。
〇学年学級費の清算を３月 6 日（土）9 時から 12 時に PTA 室で行います。その際に、第 1 回運営
委員会で使用した印鑑をご持参ください。
〇PTA 活動の清算関連には捺印が必要となっていますが、次年度以降、不要にできないか検討する
ことを提案します。

4

【学校ホームページへの PTA ページ追加について】
この一年、コロナ禍だからできること、来年度に繋がる活動は何かと考えてきました。その一つとし
て、効率的、効果的で迅速な PTA の情報提供の場として、PTA のページを設けることにしました。
将来的には PTA として独立したページを運営すべきところですが、まず今年度できる第一歩として、
校長先生、副校長先生のご理解、ご協力のもと、学校のホームページの一部を利用させていただくこと
になりました。
今年度は、第 2 回運営委員会だよりと、年度末定期総会資料を PTA のページに掲載したいと考え
ています。つきましては、学級委員の皆様には、お手数をおかけいたしますが、学級内へのご連絡にご
協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

安島副校長先生より
今年度は PTA 年度末総会をコロナ対策で明け
暮れた一年でした。このような状況での保護者に
皆さまのご理解、ご協力ありがとうございました。
4 月以降ワクチンが行き渡ると思われますが、通
常の学校生活に戻るのは、まだ一年以上かかると
思われています。杉並区の来年度予算はコロナ対
策予算を多く計上している中、学校の予算が削ら
れることになりそうです。
また、生徒に配布するタブレットを準備してい
ます。まだ調整に時間がかるため、全校的な利用

は 4 月以降になると思います。杉並区は個人情
報保護の関係で、他の区とは活用方法が異なるこ
とをご理解ください。
今年度の経験から、ペーパーレスを進めたいと
考えており、ホームページで閲覧できるような仕
組みを検討しています。また、杉並区メールに登
録いただいていないご家庭には、紙での配布も残
さざるを得ない状況です。ぜひ、ご登録いただき
ますよう、ご協力のほどお願いいたします。

1 年間の活動の感想
運営委員会に出席されている皆様から、この１年間の感想をいただきました。ここでは、各委員長、
執行部メンバーの感想を掲載いたします。
東田クラブ 今井さん
本日午前中の学校との打ち合わせでは、今年度はコロナ禍でできなかった授業支援など、来年度は
実施できるよう準備することをお話しました。また英検・漢検等を受検される生徒さんも数多くおら
れましたが、まだまだ周知が浸透しきれていないと感じるところもあります。年度始めの「東田クラブ
通信」やポスター、お手紙等でお知らせしておりますが、保護者からもお子様へ受検のお声かけをして
いただければと思います。
２月 20 日に今年度最後のスタディルームを開催します。プリント等ではなかなか情報が伝わりづ
らいため、今後はホームページやフェイスブックなどを活用し、そこからお知らせや申し込みなどが
できるような仕組みができればと学校と話し合いしております。
今年一年間、ありがとうございました。来年度もよろしくお願いいたします。
1 学年学級代表委員長 秋元さん
今年度は、例年と異なり通常の活動ができず残念でしたが、大きな問題はなく無事過ごすことがで
きてほっとしています。先生方には色々と大変な中、生徒のためにご尽力いただきまして本当に感謝
しております。
保護者の交流についてはできる範囲でとなりましたが、保護者会での懇談会、グループ LINE でつ
ながりを持つことができました。
今年度残り僅かとなりましたが、引き続き、安心で楽しい学校生活を送ることができるよう見守っ
ていただけたらと思います。
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2 学年学級代表委員長 江村さん
学級代表委員会が管理しているクラス LINE グループについて執行部や他委員会からの周知を発
信する機会も増えていることから、運用方法を再度整理した方が良いのではないでしょうか。

3 学年学級代表委員長 田島さん
今年度の卒業記念品は、昨年と同様にモバイルバッテリーで、ソーラー式としました。
必要な検討事項等は、随時 LINE にて意見交換等を行っています。
コロナで集会が難しい中、LINE や ZOOM を活用しての活動ですが、仕事を持っている方でも出来
る新しい形の委員会としての活動が出来ていて、この形なら無理なく参加できることが出来て、とて
も良いと意見が出ています。
文化委員長 椎名さん
今年度は制服・学用品のリサイクル会のみの活動でした。委員同士の連絡は主にメール等でしたが
スムーズに活動出来たと思います
広報委員長 森さん
学校行事、PTA 活動も少ない１年となったため、委員会目標である「今できること」というよりは
「今だからしたいこと」を委員メンバーで考え、先生方へインタビューする企画となりました。
先生方にはお忙しい中、ご協力頂き大変感謝しております。
例年に比べると動きは少ないですが、とても充実した活動を委員全員が感じることが出来たと思い
ます。この一年、広報誌発行において皆様にはご協力頂きありがとうございました。当初、素人ばかり
9 人集まりどうなる事かと思いましたが、編集などは委員会外からも協力を頂き楽しく終われました。
印刷代金の件も今回承認いただきありがとうございます。最終号は 3 月 9 日に発行されますので楽し
みにお待ちください！
校外生活委員長 尾畑さん
今年度は、祭礼パトロールや成田青少年育成委員会関連のイベントもすべて中止となり、残念なが
らそれらの活動はできませんでしたが、夏休み最終日の夕方に、善福寺川緑地にてパトロールを行い
ました。特に問題はありませんでしたが、地域とのつながりと見守りの重要性を改めて感じました。
選考委員長 中川さん
さまざまな事情により PTA 活動に協力することが難しいご家庭が増えていることが感じられ、こ
れまでのような活動内容や執行部体制を維持することは困難かと考えます。今後、COVID-19 感染
が終息しても、PTA 活動を元に戻すのではなく、より人手をかけない体制で実施できるように活動内
容を絞り込んでいくことが必要と思います。
＜執行部より＞
会長 大小島
PTA 活動のあり方が問われる中「助け愛」を念頭に活動してまいりました。今後も負担なく参加で
き、先生方と協力して効率的に生徒達の為に活動する PTA を目指していけたらと思います。少しずつ
でもよい方に向かえるよう今後の課題等引き継いでまいります。会員の皆さまにはご理解とご協力を
いただき感謝いたします。一年間ありがとうございました。
副会長 西川
今年度はコロナ禍での活動ということもあり、残念ながらほとんどの活動が中止や縮小されてしま
いましたが、今一度 PTA 活動のあり方を考え直す良い機会だった様に思います。この様な状況だから
こそできることをみんなで試行錯誤しながらいろいろと挑戦できたのかなと思います。
至らない点も多々ありましたが、皆さまに助けられ一年間無事に活動できたことに感謝いたします。
ありがとうございました！

6

副会長 長野
今年度の PTA 執行部の一員になり、コロナ禍にも関わらず生徒さんや先生方から笑顔で挨拶やお話
をしていただいた事が心に残っています。実行出来なかった活動などを振り返ると不完全燃焼な気持
ちを感じると同時にどれだけ普段通りの生活を送れる事が尊い事かを実感出来る年でした。学校活動
をいつも通りに近い形に出来る様、尽力してくださった先生方、運営委員の皆様方にも心から感謝い
たします。1 年間ありがとうございました。
副会長 根峯
初めての PTA 執行部活動を通して、学校をはじめ、育成委員会など地域の皆様の沢山のサポートの
もと、子供たちが健やかに中学校生活を過ごせていることを知りました。今年はコロナ禍で例年通り
にいかなかった事も多かったですが、常に子供達の事を考えてくださった皆様に感謝しています。1 年
間ありがとうございました。
書記 梶浦
PTA 執行部の経験がなく、はじめは不安でしたが、いつも杉本さんに助けて頂きながら気がつけば
あっという間の 1 年間でした。執行部のメンバーにも恵まれ、協力しながら楽しく活動させて頂きま
した。ありがとうございました。
書記 杉本
初めての PTA 執行部で、しかも例年通り、マニュアル通りができない一年でしたが、「今年は何で
もできるチャンスの年」とコロナ禍を逆手に取って、新しい取組みに挑戦してみました。次年度に更に
効率的で活動しやすい PTA になるよう、引き継ぎできたらと思っています。一年間ありがとうござい
ます。
会計 岡田
執行部の皆様に助けられ、また先生方にはお忙しい中、大変ご協力をいただきながらの一年間でし
た。PTA の役割とこれからのあり方を真摯に考え行動を起こしていく会長はじめ執行部の皆様からは、
PTA の枠を超え、学ばせていただくばかりでした。明るく礼儀正しい生徒の皆さんには笑顔をもらい、
PTA 室の窓から見える清々しい景色にはいつも癒されていました。貴重な一年の経験に感謝いたしま
す、どうもありがとうございました。
会計 新谷
子供が新一年生として中学校に入学してから、初めての PTA 執行部を務めさせていただきました。
PTA の執行部は初めてで、分からないことばかりでしたので、皆様には何かとご迷惑をおかけしたか
と思います。執行部の皆様にも助けていただき、なんとか無事に終えることが出来ました。1 年間本当
にありがとうございました。

今年度の運営委員会は終了です。ご協力ありがとうございました。
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