第 4 回運営委員会だより
令和 2 年 11 月 19 日
神明中学校ＰＴＡ
会長 三浦 聡子

11 月 11 日(水) 14:30 から視聴覚室にて第 4 回運営委員会が開かれました。

〈１〉 三浦会長挨拶
お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。
先日の体育大会ではご協力ありがとうございました。PTA では、学代委員長さんや広報委員
長さんにアドバイスをいただきまして、子どものクラスカラーを身につけて応援しましょうと企画
致しました。当日は受付でもクラスカラーのリボンを配布しまして、カバンにつけてくださったり、
身につけてくださったり、保護者のみなさまにはとても好評でよかったと思います。今年度は体
育大会が中止になる学校もある中で開催していただき、子どもも大人も思い出に残る大会にな
りました。
学校はもうすぐ期末試験ですね。最近コロナウィルスの感染者がまた増えてきました。子ど
もたちの体調管理は家庭でも気を緩めることなく、しっかりやっていきたいと思います。無事に 2
学期が終わりますよう、ご協力をよろしくお願い致します。
〈２〉 校長先生挨拶
日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。早いもので、2 学
期もあと 1 ヶ月半となりました。2 学期も小学生部活体験や体育大会など、学校の取組に協力
いただき感謝しております。新型コロナウィルス感染拡大防止に努めながら子供達のために
PTA 活動に取り組んでいただいて心強く思っています。学校としても保護者の皆様と協力して
教育活動に取り組んでいければと思っています。これからもよろしくお願いいたします。
この 2 学期を振り返ると、子供たちは、新型コロナウィルス感染防止を意識しながら、修学旅
行や体育大会に積極的に取り組んだと思います。例年より縮小された体育大会では、今年度
も実行委員を中心に生徒自らが積極的に活動し、全力で取り組む競技、最後まで責任ある係
活動など、よき伝統を守りさらなる発展をさせてくれました。また、3 年生は様々な制約のある
中での修学旅行でしたが、一人一人の自覚ある行動により思い出に残ったものになったと思い
ます。
これからも、新型コロナウィルス感染拡大防止に努めながら、PTA の皆さま方と連携・協力
して様々なことに取り組んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。

〈３〉 副校長先生挨拶
2 学期に延期された体育大会も 10 月 20 日（火）に、無事に終えることができました。コロナ
禍の中、内容の精選、密を避けるための工夫、保護者 2 名以内の観戦等、ご理解ご協力あり
がとうございました。PTA の皆様には、二か所の受付等臨機応変な対応ありがとうございまし
た。来週には期末考査、3 年生もいよいよ進路に向けてのラストスパートに入ります。12 月に
は、各学年三者面談が行われます。それぞれの学年の「今」を振り返り、伸ばすところはさらに
伸ばす、足りないところは補う、そういう機会にしていただきたいと思います。
3 年生は進路に向けて面接練習も始まります。体調を崩さず目標に向かって頑張ってくださ
い。
〈４〉 役員委員活動報告
役員

学級代表
校外生活

広報
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活動報告
PTA 活動セミナー
第 3 回運営委員会だより印刷・配布
荻窪青少年育成委員会常任委員会
10/2 第 6 回役員会
10/7 第 5 回支援本部定例会
10/20 体育大会受付等手伝い
第 1 回学校運営協議会
10/22 震災救援所運営連絡会
11/4 第 6 回支援本部定例会
第 7 回役員会
11/11 第 4 回運営委員会
9/16 PTA 活動セミナー
9/12-13 西荻窪駅周辺パトロール
9/12 9 月サタスタ取りまとめ
9/16 PTA 活動セミナー
9/19 第 3 回定例会
校外生活委員会便り発行
体育大会お手伝いプリント
10/15 体育大会お手伝いプリント改訂版
10/20 体育大会の駐輪場整備
10/24 第 4 回定例会
10/3 第 2 回定例会
生徒会担当先生と打ち合わせ
10/14 学校紹介動画撮影
10/20 体育大会写真撮影
11/4 動画編集打ち合わせ
10/14-11/11 動画編集作業

活動予定
12/2 第 7 回支援本部定例会
12/13 駅伝大会応援

9/7
9/15
9/19

11 月

9/15
9/17

アンケート推薦用紙配布
PTA 活動セミナー
第 2 回選考委員会
アンケート＆推薦状集計
9 月末 全ての回収作業終了
10 月 候補者に勧誘活動

12/7 学級専門委員会
11/14 11 月サタスタ取りまとめ

11/18 動画編集打ち合わせ

候補者に勧誘活動

■ 教養厚生より
前回運営委員会後、役員と共に teams 登録を試行しました。その結果、下記内容を学校へ
お願いしました。
１． teams 登録方法の手順書の配布。
２． １家庭で複数の回線が必要になる場合の方法についての検討。
３． ホームルーム活動のみに使用することの再度周知。

講演会・茶話会等例年開催していた内容は、対面の場合の不確定要素が多く、オンライン
での開催も今の状況では難しいです。
生徒のより良い中学生活のための内容として、専門家からの発信であり、学校で配布され
ている保健だよりや栄養士・カウンセラーより出る配布物を、保護者も読んで健康に気をつけ
て生活できるように、呼びかけのメール配信を 2 学期中にする予定です。
〈５〉 体育大会の報告と反省
● 会長より
今年は北門を開放したことで、受付を 2 箇所に致しました。正門側で一度受付をされた方が
一旦外に出て北門に移動した際、配布したクラスカラーリボンが来校者目印になり、とてもよか
ったと副会長さんから報告がありました。
● 校外委員（駐輪場整備）より
例年より混雑はありませんでした。お手伝いの方のメールアドレスを把握していなかったた
め、当日の開催時間変更の連絡が間に合いませんでした。
〈６〉 駅伝大会について
今年度の杉並区中学校対抗駅伝大会は、12 月 13 日（日）に縮小・短縮して行う予定です。
〈７〉 餅つき大会について
今年度の餅つき大会は開催中止となりました。
3 年生には合格祈願鉛筆を例年通り配布します。
〈８〉 卒業式関係
今年度も記念品を用意する予定です。記念品の選定は卒対委員にお任せしています。
紅白まんじゅうを卒業生、職員へ用意します。
卒業式への来賓出席は確認中です。
〈９〉 その他連絡事項
①
②
③
④

学校保健給食委員会
震災救援所訓練
2 分区交流会
P 協合同研修会

１月 20 日（水）の予定です。
今年度は開催中止となりました。
今年度は開催中止となりました。
今年度は開催中止となりました。

⑤ PTA 活動セミナーの報告
9 月 15 日・16 日にセシオン杉並にて PTA 活動セミナーが開かれ、各役員・委員が出
席しました。
会長・

PTA 活動に関するアンケートを元にグループディスカッション、発表形式で情報共有し

副会長

ました。今年度は通常とは異なり、どの学校も様々な工夫をしながら活動しているのが
印象的でした。特にオンラインやメールを活用した取り組みが積極的に行われ、今後
も様々なツールを使って活動をすることが持続可能な PTA 活動になるのではないか
と思います。また、どの学校も魅力的な PTA 活動を模索しているようです。

書記

コロナ禍の今だからこそできる PTA のオンライン化というテーマでした。高井戸中学校
では今年度から Zoom で役員会議、プリントは PDF にしてメール配信、Google Forms
でアンケート集計など、PTA のオンライン化を進めているそうです。他には、band、
LINE WORKS、マチコミなど、PTA 活動に役立つアプリを情報交換してきました。

会計

講師の方から決算までの注意点や、領収書の有無の処理方法など詳しく教えてもら
えました。他校の会計の方とも意見交換をして、会費の集金方法や非会員への対応
など話し合いました。
会計としての心構えや仕事のポイントなど参考になりました。今回はコロナで 9 月開
催でしたが、活動始めの 5 月開催が係の初心者には助かると思いました。

選考

今年は、コロナ禍のため出席校が少ない中のグループディスカッションでした。
各校の役員決めの方法と問題点などを話し合いました。
今年は、特に密にならず選考する方法の意見交換が中心となりました。

学級代表

三鷹市より講師の方に来て頂きその方の活動経験や感想を伺ったなかで、杉並区の
保護者の方は PTA 活動を楽しく感じている方や親として子供の為に何が出来るかを
よく考えている方が多いとのお話しがありました。
またコロナ禍ではありますが、他校の方は学校の消毒、マスク作り、Zoom での委員会
参加など今までとは違った形で PTA 活動をされていてとても勉強になりました。

校外生活

最初にスクール・アドバイス・ネットワークの方より、コロナ禍ではあるが、ウェブ会議シ
ステムを使った講演会の開催や委員会の開催など、効率的に出来ることを工夫しまし
ょう、地域（校外生活）委員は安全を守る役割であるが、中学生は SNS における安全
にも気を配ってほしい、などのお話をいただきました。その後、少人数のグループに分
かれて、どのような工夫が考えられるかのディスカッションを行いました。
以上

次回の運営委員会は

令和３年１月

を予定しています。

