
 

令和３年２月２２日                                 

杉 並区立中 瀬中学 校 

                                    ＰＴＡ会長 久野 真弓 

 

2月１７日（水）２０時００分よりZoomにおいて、第６回運営委員会が行われました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 いつ学校が再開されるか分からない中で始まった今年度。中瀬中学校は、人の出入りを極力少なくして、教育活動を行っ

てきました。これまでのやり方の踏襲が困難な中でしたが、ＰＴＡの委員決めや運営委員会にネット環境を利用するなど、

新しい試みにより活動を続けられたことは本当に良かったと思います。 

 さて、先日の新入生保護者説明会には１３０名近くの方が参加され、令和３年度の入学者は１５０名を超えることが確実

となりました。印象的だったのは、説明会の後に保護者の方が多数残り、結構長い時間お話をされていたことです。参加さ

れていた役員の方も言われていましたが、今年度は本当に保護者が集う機会がなく、この説明会が数少ない機会となったよ

うです。 

 感染拡大防止の取組はまだまだ続きますが、新型コロナウィルス対応の知見も積み重なり、新年度はこれまでよりも、保

護者が学校に足を運べる機会、地域の皆様と協働して教育活動を行える機会を増やすよう試みていきたいと考えています。

本年度のＰＴＡ役員、運営委員の皆様に協力いただき、連絡相談をしながら進んでこられました事、本当に感謝しておりま

す。新年度もよろしくお願いいたします。 

（１）修学旅行について 

修学旅行実施の可否については、緊急事態宣言の解除が最大の要因となっています。判断はぎりぎりのタイミングになる

と思います。また、宣言が解除されても感染拡大防止のため、例えば宿舎の部屋と行動班を同じにするなど、これまでと異

なる、かなり制限の多い宿泊行事になることが予想されます。 

（２）卒業生の話を聞く会＜２学年＞ 

２月１日（月）に、杉並工業高校と国立東京工業高等専門学校の３年生に在籍する卒業生が来校し、２年生全員の前で、

自分の経験を話してくれました。杉並工業生は、すでにシステムエンジニアの会社に就職が決まっており「杉並工業の生徒

は、中学までの勉強は確かに苦手ですが、高校で学ぶ事は中学とは全く違います。肝心なのは、高校で真剣に取り組むこと

が、道を切り拓くということです。」と話していたのが印象的でした。また高専（５年制）生は自分で作成したパワーポイン

トで学校と学習内容を説明し「ロボットやプログラムに興味がある人は、進路選択を考える時に工業高校や工業高専も視野

に入れてください。僕も中三の時、家族やその他の人から大学付属を勧められたけれど、高専を自分で選びました。良かっ

たです。」と話していました。二人の言葉と雰囲気には、３年間の積み重ねに裏付けされた重みがありました。 

（３）国際理解の道徳 

 中瀬中ではここ数年９月の最後の土曜日に３０～４０人の留学生を招き、体育館で学年を超えたグループを作り交流をし

てきました。今年度は年が明けても緊急事態宣言が再発令され、留学生との交流ができず、その代わりに、私のイラン赴任

の経験をもとに『心のものさしを知る』というテーマで、１・２年生の各クラスで道徳の授業をしています。お子様に聞い

てみてください。（３年生には卒業前に例年、別なテーマで特別授業をしています） 

 

校長先生挨拶 

早いもので、本日は今年度最後の運営委員会です。 

思い起こせば今年度の始まりはいつ新学期が始まるかも分からない状況で、我々役員も例年に倣うことが少ないイレギュ

ラーな状態でしたが、委員の皆様を始め会員の皆様のご協力のおかげで、気が付けばもう二月。あと少しの残り少ない任期

を皆様と大過なく全うできればと思っております。 

スキー教室と青少年委員会が主催して地域の皆様が三年生の卒業をお祝いしてくださる餅つきは残念ながら中止となって

しまいましたが、コロナの脅威がありながらも先生方が生徒と一緒に英知を集結し、今年度ならではの形でほとんどの行事

を開催してくださいました。生徒がお休みをしても授業がオンラインで受けられるという、昨年度には想像もできなかった

環境も今は整いつつあります。 

コロナ禍でも、生徒たちはたくさんの大切な思い出を胸に進学や進級ができることに、改めて感謝をしております。 

私自身は会長として力不足でしたが、今年度はPTA活動も様々な制約の中で工夫を凝らして実施していただきました。私

の思いは現在学校のHPに掲載されている新入生説明会の挨拶にも述べてありますが、素晴らしい役員のメンバーに恵ま

れ、いくつかの難題も解消してくれたことに改めて感謝申し上げます。 

ぜひとも来年度以降も会員の皆様のお力で、中瀬中学校がますます素晴らしい学校であり続けることを支える柱の一つと

して、PTA活動をさらに盛り立ててくださいますよう、心よりお願いいたします。 

 

 

第６回運営委員会だより 

会長挨拶 



 

※運営委員会は欠席されましたので、挨拶文を掲載させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議題】 

１） PTA会則の改正について 

・第９章に「個人情報取扱いについて」の条文の追加 

・「杉並区中瀬中学校ＰＴＡ個人情報取扱い基本方針」について 

・「杉並区中瀬中学校ＰＴＡ個人情報取扱い方法」について 

上記３点について、ＰＴＡ会則の変更についてのお手紙を配付し、ご質問・ご意見をいただき修正いたしました。 

こちらを年度末定期総会（令和３年３月１２日）にて承認していただく予定です。 

 

２） 来年度の活動見直しについて 

・来年度の引継ぎ準備 

・『ようこそ中瀬へ!!〜ＰＴＡ委員会紹介〜』の見直し確認 

 

３） 広報委員会より 

今年度は新型コロナウイルスのため、行事等の中止が予想され、広報誌を１号のみ配付する予定でしたが、 

ほとんどの行事が開催されＰＴＡ会員の皆さまへ２号配付させていただく事ができました。 

そのため広報委員会の予算が当初の予算より超過したことをご報告いたします。 

 

４） 校外活動委員会より 

 先日行ったアンケートへのご協力ありがとうございました。生徒会役員のメンバーとも有意義な意見交換が 

できました。まとめたものを３月に配付いたします。 

 

５） 中間決算報告 

 広報委員会より予算超過報告を受け、２月に中間決算を行いました。広報委員会の超過分については一般支出とします。 

 

６） もちつき大会 

今年度は中止となりました。お手伝いの方へ連絡いたしました。 

 

７） 令和２年度 ＰＴＡ年度末定期総会について 

・３月１２日（金）１５：３０〜 Microsoft Teamsにて 

今年度の役員・各委員会の活動報告、令和２年度中間決算報告、会計監査報告、会則の改正 

新年度役員の承認・紹介等があります。 

以上、挙手をもって承認されました。 

 

 
寒い中でも日脚が伸び、春の植物が咲き始め、少しずつ春の訪れを感じられるようになって参りました。保護者の皆様

には、この一年間コロナ禍ではございましたが、さまざまな面で本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にあり
がとうございます。特にPTA役員、運営委員の皆様には、お忙しい中オンラインでの活動を取り入れるなど工夫してＰ
ＴＡ活動に取り組んでいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。 
 さて、年初めに新型コロナウィルス感染症拡大予防のため二度目の緊急事態宣言が発出され、まだまだ大変な日々が続
きますが、生徒たちは元気に学校生活を送っております。3年生が受験に向け頑張っている様子を見て、隣の教室の1・
2年生は各々が考えて出来るだけ静かにしようと気をつけています。そうやって学年を超えた関係が、自己中心的に考え
るのではなく他の人への配慮といった良い社会性を育むと感心しました。 
今年度も残りわずかとなりましたが、3年生には進路を見据えながら中瀬中での仲間との生活を楽しんでもらいたいと

思います。そして、卒業式では、「背中で語れる３年生」の姿を後輩に披露してほしいです。そして、1・2年生には、先
輩たちがこれまで築いてきた伝統を引き継ぎ、より良いものにしていくために一人一人が考え行動していって欲しいと思
います。 

  

副校長先生挨拶 



【連絡事項】 

１） 下井草青少年育成委員・井草地域区民センター協議委員について 

・各委員ともにご応募いただきました。ありがとうございました。 

２） 卒業記念品について 

・３月１８日ＰＴＡよりお祝いの品『モバイルバッテリー・ステッカー・和菓子（井草こまち）』が贈られます。 

なお、モバイルバッテリーは電気製品のため、すぐに動作確認をお願いします。 

メーカー保証期間は3か月です。不具合等がありましたら、6/15までに下記までご連絡ください。 

nakase2020sotsutai@gmail.com 

・卒業式には生徒に『ソープフラワー』、先生方には『生花』をお渡しします。 

 ※ソープフラワーは観賞用のため、石鹸としてはご使用になれません。 

３） 学習作品展について 

・３月５日（金）に生徒、３月６日（土）午前中に保護者の方に鑑賞していただけます。 

 ３月６日（土）は保護者会に合わせ各学年鑑賞時間が決まっています。 

学校からのお手紙をご確認いただきお越しください。今年度は地域の方への一般公開は行いません。 

４） 地域清掃見守りについて 

・３月の状況を確認し、３年生の修学旅行実施の判断をいたします。その結果によって地域の清掃を行うか 

 決定いたします。決定次第、お手伝いの保護者の皆さまにはご連絡させていただきます。 

５） ３年生を送る会について 

・今年度は中止となりました。代替えの取り組みを検討中です 

６） 会計より 

・委員会活動費の清算を行います。 

 ３月６日（土） １１：３０〜１２：３０ ＰＴＡ室にて（持ち物：残金、帳簿、領収書） 

・ＰＴＡ会費について 

 今年度は新型コロナウイルスのため、活動縮小が予想されＰＴＡ会費を1,500円としましたが、７月に配付した 

お手紙に記載した通り、来年度はＰＴＡ会費を3,000円とさせていただく予定です。 

７） ミニ懇談会、研修会について 

・色々な形での開催も検討しましたが、今年度は中止となりました。 

８） 来年度への引継ぎ内容 

・各委員会が今年度は例年と異なり、臨機応変な活動となりました。来年度へ引継ぎする際には、会則また前年度まで 

の活動内容を踏まえ、今年度の引継ぎを行いたいと思います。 

９） 訂正 

・前回の運営委員会でお知らせした、令和３年度 ＰＴＡ役員及び会計監査候補者の方のクラスが間違っておりました。 

お詫び申し上げます。正しくは、会計監査 候補 関 香（１―Ｂ）となります。 

 

●今年度の運営委員会だよりのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。     こちら→ 

会員の皆さまのみ閲覧できるようになっております。パスワード：nakasepta2020 

 

 

◆ １年間ご協力いただきありがとうございました ◆ 

 



【活動報告】 

【活動予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 員 
12/1 校舎改築検討懇談会  12/2 第 5 回運営委員会だより発行  12/7 CS 12/18 P 協拡大委員会  

12/19 校舎改築検討懇談会  1/25 CS 2/17 第8回役員会、第６回運営委員会 

学 級 12/12 卒業対策打ち合わせ（三年生のみ）1/25 第6回運営委員会 

広 報 

11/25 印刷発注(175号) 11/27 納品・配布(175号) 12/5 レイアウト作成開始(176号) 

12/12 すぎなみ教育シンポジウム出席 12/12 印刷打ち合わせ(176号)  

1/16配布リスト・送付状作成作業(176号) 1/19 試し刷り発注(176号) 1/22 試し刷り受け取り(176号) 

1/25 試し刷り&配布リスト(176号)副校長先生へ確認依頼  

1/27 試し刷り&配布リスト訂正返却受け取り(176号) 1/28 レイアウト・配布リスト修正作業開始(176号) 

2/1 印刷発注(176号) 2/3 納品・校内配布(176号) 2/6 交換便配布作業(176号) 2/11 郵送完了(176号)  

2/17 第6回運営委員会 

 

校 外 

12/7 アンケート内容について、生徒会役員と意見交換 

12/14 杉中Ｐ協地域専門委員会 12月中下旬 アンケート内容決定 12/26 アンケート印刷、配布手配 

1/7〜1/22 アンケート実施 1/23 アンケート(紙バージョン)を回収、分担 

1月中 アンケート入力 2/17 第6回運営委員会 

成 人 12/5 制服リサイクル実施 2/17 第6回運営委員会 

選 考 1/9 第5回選考委員会 『新役員及び会計監査決定のお知らせ』の印刷・配布  2/17 第6回運営委員会 

役 員 
2/22 CS・P協拡大委員会  3/1 校舎改築検討懇談会 

3/12 ＰＴＡ年度末定期総会  3/13 新役員と全体での引継ぎ  3/19 卒業式 

学 級 2/27 第3回定例会(三年生のみ)  3/12 ＰＴＡ年度末定期総会 3/19 卒業記念品配布   

広 報 3/12 ＰＴＡ年度末定期総会  

校 外 2月中 アンケート結果とりまとめ  2/12 ＰＴＡ年度末定期総会 3月中 アンケート結果印刷、配布 

成 人 3/4 引き継ぎ資料作成   3/12 ＰＴＡ年度末定期総会 日程未定 リサイクル売上から図書購入・寄贈 

選 考 3/12 ＰＴＡ年度末定期総会 

 

◆杉並区中学校対抗駅伝大会◆ 

男子 １位・女子 4位 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 

山根先生にお子さまが誕生しました。 

PTAよりお祝いをお渡し致しました。 

 
 

ご 報 告 

ＰＴＡ年度末定期総会のお知らせ 

日時：３月１２日（金）１５：３０〜 

場所：Microsoft Teams 

       本日、総会のご案内を配付しています。 

   期日までに出席票・委任状の提出をお願いいたします。 

 

締切：３月５日（金） 


