第７回運営委員会だより

さあ前へ 共に進もう 親力

令和 2 年 3 月 19 日
神明中学校ＰＴＡ
会長 山内 さち子

3 月 7 日 (土) 9：30 から PTA 室にて第 7 回運営委員会が開かれる予定でしたが、
新型コロナウィルス感染拡大防止のために中止になりました。

〈１〉 山内会長挨拶
皆さまこんにちは。
今年度最後の運営委員会の予定でしたが、こんな予想もしなかった展開になり、単純にお疲
れさまでした、ありがとうございました。という状況になりませんでしたね。今回はお便りのみでご
報告という形にさせていただきました。
さて、今年度の活動について、関わり方についていかがでしたでしょうか。PTA のあり方につ
いても色々な意見があります。子どもに関わる活動、子どもが安全に充実した生活を送れるよう
にサポートをしていく事を拒否する保護者はまずいないでしょう。ただ、子どもに直接関係がない
となると、必要ではないんじゃないか、と安易に考えがちです。PTA の活動というのは、本来保
護者も子どもを育成するにあたり、学び合っていくという活動から始まっています。
今回の新型コロナウイルスでのトイレットペーパー騒ぎも、落ち着いて考えてみれば何の問題
もなかったことが分かると思います。袋には（製品にもよりますが）『再生紙』と書いてありません
か？『日本製』の記載もあるでしょう。色々な情報が飛び交う昨今、正しい情報を得る知識も私
達は求められており、その知識は学んで培うところであり、それを正しく子ども達に教えることが
私達の義務ではないでしょうか…と、偉そうに語る私自身、半分も出来ていませんが、お互いに
学び合う姿勢が持てる PTA 活動でありたいと思っています。
新型コロナウイルスの状況も今後見通しがつかない中、様々な予定変更、中止等学校生活も
多々影響が出てきますが、冷静に判断をしていきましょう。
〈２〉

校長先生挨拶
令和元年度最後の運営委員会は、新型コロナウィルス感染拡大防止のために中止となりまし
た。運営委員の皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ありません。１年間の活動では、様々なご苦
労もあったことと思いますが、生徒たちのためにご尽力いただき本当に感謝申し上げます。着任
して私も１年が過ぎようとしています。きっと会長をはじめ役員の皆様にもご迷惑をおかけしたこ
とが多々あったと思いますが、どうか、お許しください。
１年間を振り返ると、学校の様々な取組に対する保護者・地域（学校支援本部を中心とした）
の方の協力の素晴らしさ、「自主・自律」を意識した生徒一人一人の学習・委員会活動・行事へ
の取り組みの素晴らしさなど、感動させられることが多かったように思います。
これからも生徒の良さを引き出し、力を発揮させることができるように、私たち教職員も頑張って
いきたいと考えています。
次に、次年度の話を少しさせていただきます。新１年生は現在１０４名、３学級になる予定です。
体育大会は６月６日（土）、オリンピック観戦日（全校生徒参加）は７月２９日（水）、文化発表会は
１０月１０日（土）になります。卒業式は３月１９日（金）です。

最後に、お子様のご卒業と同時に、ＰＴＡを卒業される方もいらっしゃいますが、ぜひ、ＯＧ・ＯＢ
としてご支援ください。また、今年度で役員を終えますが、お子様がいらっしゃる役員の方は、
ぜひまた、お力をお貸しください。
〈３〉

副校長先生挨拶
今年度も、各委員会での活動や、学校行事のお手伝いをしていただきました。各委員や役員
の皆様方、この一年間の PTA 活動有難うございました。皆様に感謝申し上げます。
今年度最後の運営委員会は中止となってしまいました。国内における新型コロナウイルスの
感染状況や国の取組等を踏まえるとともに、感染拡大防止のため、３月２日より臨時休業の措
置をとることとなりました。三年生も進路が決まり、卒業式１日の登校を残すのみとなりました。
一・二年生も修了式 1 日の登校を残すのみとなってしまいました。それぞれ進級に向けて、次
へのステップへ大きく成長していくことを期待してます。一年間、ありがとうございました。

〈４〉

報告・連絡事項
役員・委員活動報告

会長

1/14
1/17
1/27
1/29
2/18
2/21

活動報告
第 8 回学校運営協議会
P 協教育長との懇談会
P 協分区会及び第 4 回実行委員会
2 分区会長会
第 9 回学校運営協議会
2 分区新旧会長会

校外生活
広報

2/24 P 協新旧会長・事務局引き継ぎ会
2/27 P 協第 4 回拡大役員会(学校使用、会
合不可の為中止)→P 協役員会をファ
ミレスにて開催
2/5 第 10 回支援本部定例会
2/12 第 7 回役員会、臨時運営委員会
仮決算書作成、
来年度 PTA 会費徴収方法検討(会計)
新学期に伴う文書作成(書記)
3/4 第 11 回支援本部定例会
(休校により中止)
3/7 第 7 回運営委員会
(休校により中止)
2 月中旬 3 月クラス懇親会のお知らせ
（1、2 年生）
3/4 祝う会中止のお知らせ(3 年生)
2/22 サタスタ実施
3/7 定例会、広報 3 号誌納品作業

教養厚生

特になし

役員

学級代表

活動予定
4/10 2 分区新旧懇親会
4/13 P 協新旧拡大役員会
4/20 P 協新旧実行委員会

3/中旬 近隣小学校卒業式への祝電手配
3/24 新入生用書類セット等印刷・配布準備
日時未定
新役員への引継ぎ、総会準備、
ＰＴＡ室片付け
引き続き仮決算書作成(会計)
引き続き文書作成(書記)
会計監査作業(会計監査)
特になし

特になし
3/25 広報 3 号誌配布予定
（休校の様子を見ながら近隣小学校
にも配布予定）
特になし

3/25 通信費精算、引継書類作成
1/29 新役員候補者 8 人決定
2/12 臨時運営委員会にて新役員候補仮承
認、新役員名簿作成
2/15 令和 2 年度新役員候補者承認の
お願い 書類作成・承認
2/17 令和 2 年度 新役員候補者承認の

選考

お願い 印刷配布
2/19 令和 2 年度 新役員候補者承認の
お願い メール配信
2/26 回収用紙集計
令和 2 年度 新役員候補決定の
お知らせ書類作成・承認・印刷配布
3/4 精算書類作成、活動報告書作成
卒業対策

12/7 第 1 回打ち合わせ
1/11 第 2 回打ち合わせ
｢卒業を祝う会のご案内｣印刷
メッセージカードに関する作業
1/14｢卒業を祝う会のご案内｣配布

★選考委員より

3/19 卒業式後、先生方に色紙（メッセージ
カード)と花束を贈呈

２月２６日『承認用紙』の回収と集計を行いました。

会則に従い、会員数の２/３以上を獲得したので、投票は成立し、うち過半数以上の賛成
（承認）を得ましたので、役員候補者は承認されました。いろいろなご事情がありながらも引き
受けてくださいました。新役員の皆さまには心より感謝申し上げます。
（教育長との懇談会について）
２分区は「小中一貫教育について」をテーマとしました。小中一貫の目指しているものは何か？
ただ小学生と中学生が交流を持っているだけのようで、その先に何があるのか、また、学習面
だけでなく生活面でつまずきがないようにしているとは思っていても、なかなか何を目指している
のか分からない、ということでお話を伺いました。
まず、「教員の意識改革」だそうです。保護者からはすぐに何？と答えが見えるものではありま
せんが、小学校から中学校へと学びの面でも生活の面でも「小学校はここまでやってきている」
や、「中学校からこういうことをやれば良し」のように考える教員の考えをその子に合ったスピー
ドでできるよう、繋がりを持つ意識を教員が持つことによって、その子がしっかりと力をつけてい
けるようサポートをする、というのが１つの目標ということでした。
〈５〉

議事

① 令和元年度仮決算報告
今回に限り、特別措置としてメールにて運営委員会メンバーへ連絡、承認依頼という形を
取りました。
② 令和元年度各委員会活動内容チェック
新年度の委員会活動内容について確認（新年度に配布の委員募集のお手紙に載せる内容
を各委員会にて精査依頼（メールにて回答）

③ 会計より報告
・現在 PTA 会費を給食費や教材費と合わせて集金しておりますが、杉並区の個人情報取り
扱いルール上、今後別に集金する必要があります。役員会で検討した結果、保護者の皆様
から PTA の口座に直接振り込みしてもらう方法が最善だと判断致しました。詳細につきまし
ては、新年度役員よりお知らせ致します。
・仮決算報告書を作成し、3 年生保護者の皆さんには、卒業式に配布予定です。
〈６〉 その他
① 新年度全体保護者会について
４/１０（金）の新年度全体保護者会にて、各委員決定後の説明・引継ぎが行われます。
（目安１６時以降） 各委員長（代理可）はご出席をお願いいたします。
② ＰＴＡ総会について
５/９日(土)（予定）PTA 総会が行われます。
③ 歓送迎会について
ＰＴＡ総会終了後に行われます。皆様ぜひご出席ください。
④ 同好会活動報告 ＜PTA バレーボール同好会＞
4 月 15 日
第 54 回 西地区春季バレーボール大会 打合せ
5 月 11 日
審判講習会 出席
6 月 20、21 日 第 54 回 西地区春季バレーボール大会 出場
7月3日
第 54 回 西地区春季バレーボール大会 反省会
10 月 7 日
第 54 回 西地区秋季バレーボール大会 打合せ
11 月 7、8 日
第 54 回 西地区秋季バレーボール大会 出場
11 月 19 日
中学校 PTA 二分区親睦会（バレーボール大会） 出場
11 月 25 日
第 54 回 西地区秋季バレーボール大会 反省会
その他・毎月 1～2 回、土曜日に練習を行いました。
⑤ 卒業対策委員より ～３年生の保護者の皆様と先生方へ～
卒業式当日に｢卒業を祝う会｣を開催予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の
ために中止することとなりました。子どもたちの門出を祝い、３年間の思い出などを歓談する
和やかな会となるよう準備し、楽しみにしていただけに本当に残念です。
準備しておりました、先生方へ感謝の気持ちを込めた色紙(メッセージカード)と花束は、卒業
式後に子どもたちよりお渡しします。
たくさんの保護者の方がご出席を希望してくださっていました。ありがとうございました。
《２０１９年度卒業対策委員会 会計報告》
収入 45,000 円、支出 29,580 円（色紙代 1,980 円、花束 27,600 円）
残金 15,420 円（PTA 会計に返金）
報告者：卒業対策委員
〈７〉 各役員・各委員長より
① 会長
２年間会長を務めさせていただきました。仕事との両立が大変ではありましたが、その分得
たモノは大きく、関わる方々の一生懸命な考えが分かりとても勉強になりました。
また、役員皆さんにも沢山助けていただきました。今年度は P 協の事務局という大役があっ
た為、自校の事は役員皆さんにお任せ状態も多く、大変お世話になりました。

先生方、保護者の皆さまにも沢山ご協力いただきました。
無理強いするものでもなく、楽しく関われるように、今後も居心地の良い PTA であることを
新年度の役員皆さんへお伝えしたく、引き継ぎをしていきたいと思います。ありがとうござい
ました。
② 副会長
中学校生活は３年とあっという間です。加えて、子どもが心身共に著しい成長をします。
縁があって、ＰＴＡ副会長となり、学校行事に携わり、一年の活動を通して、元気いっぱいで
生命力に溢れた生徒との交流、いつでも相談にのってくださる先生方、保護者の皆様との
良い出会いで、対応できたことがたくさんありました。自分自身もひとまわり心が豊かになり
ました！とても充実した一年でした。
③ 副会長
息子が入学してすぐに役員のお仕事をお引き受けしてしまった為、兄の頃のことはすっか
り忘れ、そうだったかしら？どうだったかしら？とあっという間に 1 年が過ぎてしまいました。
皆さま、大変お世話になりました。ありがとうございました。
④ 書記
子供が義務教育最後の年に初めて役員の仕事に携わることになりました。たくさんの行事
の裏方は大変でしたが、今まで見えていなかったことが見えたりとても勉強になりました。ま
た、役員のみなさまや委員の方々、旧役員の書記さんに助けていただきながら進めること
ができました。ありがとうございました。
⑤ 書記
人生で初めての役員、書記をさせていただきました。息子が２年生なので全ての行事が２
回目のはずでしたが、そう思えないくらい､学ぶことの多い、内容の濃い１年した。
最初は自分の文章力やパソコン力など書記のスキルの心配をしていましたが、さまざまな
方々と関わりながら、委員会だよりを作成したり、一連の学校行事を重ねていく中で、まず
は行事に積極的に参加して、協力し合い、助け合っていくことが大事だと感じました。本当に
ありがとうございました。
⑥ 会計
役員は初めてで、色々と分からないことが多い中、1 年間なんとかやってこられましたのは、
会長副会長はじめ他の役員の皆さんや、ご協力いただいた保護者の皆さん、地域の方々
のおかげだと思います。良い経験になりました。本当にありがとうございました。
⑦ 会計
１年間、たくさんの方々に助けてもらいながら、なんとかやってこられました。とても良い経
験ができたと思います。ありがとうございました。
⑧ 会計監査
初めて役員の仕事を経験しました。学校は先生と生徒、保護者だけで回しているものと思
っていました。地域の皆さんのちからが大きい事を知ることが出来ました。
仕事の中には大変な事もありましたが、役員８人で励まし協力して取り組めたかなと思いま
す。私には力不足で助けていただくことの方が多かったので役員、委員、地域のみなさんに
感謝しています。
⑨ 学級代表委員長
「みんなが楽しく仕事をするには」を考え、一年を通して活動してきました。仕事の分担を見
直し、一部の人に業務が偏らないよう改善できたことは良かったと思います。運営委員会で
は、先生方や様々な立場の人の話を聞くことができ、学校を理解するための貴重な時間で

した。
振り返るとあっという間の一年でした。ベテランの皆さんに支えて頂いて仲良く、効率よく学
代のお仕事が終えられてきたと感じます。コロナウィルスの影響で、最後が尻切れとんぼの
ようでしたが、このような不測の事態に対応した前例も今後何かのお役に立てばと思います。
一年間ありがとうございました！
私は２年間、学代をやらせていただき、ようやく流れが分かってきたところです。しいて 言
えば４月のメール登録がもっとスムーズにいけばいいなと感じています。今年度も学代楽し
かったです。ありがとうございました！
⑩ 校外生活委員長
小中通して、初めて委員長を務め、運営委員会に出席しました。PTA 活動はたくさんの方
の協力によって成り立っているんだなあと、改めてこれまでの子どもの学校生活を支えてく
ださったみなさんに感謝の気持ちを持ちました。
校外委員の仕事は、委員でそれぞれのイベントごとに分かれて活動するため、実際の活
動時期がはっきりしており、予定もたてやすく、活動しやすい委員だと思います。
役員の皆さん、一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。
⑪ 教養厚生委員長
教養厚生委員長を務めさせていただきました嶋崎です。この１年、沢山の方々からの力添
えをいただき、誠にありがとうございました。
委員会活動が始まりました４月は右も左もわからない状態で、１年間務め上げられるのか
と不安に駆られていました。それでも委員の方々のご尽力、役員の方からのアドバイス、先
生方や生徒さんのお力添えをいただき、１つ１つの行事を滞りなく執り行うことが出来ました。
会員の皆様には開催時期や日時等でご無理を聞いていただき、ありがとうございました。
息子も今年で卒業いたします。神明中学校には大変お世話になり、感謝の気持ちでいっぱ
いです。これからも中学校に携わられる全ての方の益々のご活躍をお祈りいたします。至ら
ない点も多かったとは思いますが、１年間ありがとうございました。
⑫ 広報委員長
今年度は内容的にはほぼ昨年度を踏襲する形で行いましたが、先生方へのインタビュ ー
記事依頼や写真撮影、部活動の取材等、平日に動かなければならない取材が多かったり、
体育大会や合唱コンクールなど大量に写真が集まるイベントの選定作業、また、ページ構
成を考えたり、それらをデザイナーさんに分かりやすく指示する作業等、私のような仕事を
持つ保護者にとっては週末返上で作業にあたることも多く、正直かなり大変な作業でした。
私は職業がグラフィックデザイナーなので作業の流れや納品までのスケジュール管理など
を把握することができましたが、ご経験のない方にはさらに大変な作業になるかと思います。
将来的にですが、例えば毎号のページ数を 4 ページに絞ったり、レイアウトを決まったパタ
ーンにしておいて毎号頭を悩ませる必要がないように工夫するなど、内容の充実さは維持し
つつ、もう少し省力化できるのではないかと思います。来年度以降の広報ご担当になる方た
ちで積極的にご検討いただければと思います。
⑬ 選考委員長
まずは新役員を引き受けてくださった 8 人の勇者に心からの感謝を。
候補者選定にあたりご尽力いただいた現役員の方々、共に走り抜けた選考委員の仲間、
お電話にて丁寧に対応していただいた PTA 会員の皆様ありがとうございました。
PTA 活動について大いに学んだ実りある一年でした。
以 上

本年度の運営委員会だよりは今回が最後にな
ります。１年間ありがとうございました。
ご協力に心より感謝申し上げます

