令和３年５月２７日

神明中学校ＰＴＡ
会長 三浦 聡子

５月１９日(水) 9:30 から視聴覚室にて第 2 回運営委員会が開かれました。
参加者：校長、PTA 役員、各委員 1 名ずつ
・令和 3 年度の PTA スローガン決定！

ひとりじゃないって最強だ ～繋ごう絆 守ろう笑顔～
・PTA 定期総会（書面）の報告
・部活動体験・学校公開・サタスタについて
・PTA 活動に LINEWORKS を導入
・PTA 活動セミナーの報告

などなど 今回は盛り沢山です！読んでください！

〈１〉 三浦会長挨拶
本日は尐人数、短時間での開催にご協力頂きましてありがとうございます。
先週の土曜日、金魚救出大作戦が行われました。支援本部の赤塚さん、石井さん中心に、お父さま
方や親子で参加してくださった方もいらして、今年は大人数の参加となりました。池の掃除の他、校庭
の石拾いやグラウンド整備など盛り沢山で行いました。今後も様々なイベントが開催される予定ですの
で、奮ってご参加ください。
委員の皆さま、PTA 活動セミナーにご参加くださりありがとうございました。今後の活動に活かしてい
ただければと思います。
6 月 5 日に体育大会が行われますが、昨年同様、子どものクラスカラーを身につけて応援しようという
イベントを行いますので、ご協力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。コロナ禍ではありますが、
今年度もＰＴＡの皆様と協力して様々なことに取り組んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。
１年生は４月２８日（水）に緊急事態宣言下ではありましたが、フレンドシップスクールに行ってきまし
た。一人一人が楽しんでいろんなことに取り組み、集団としての絆も深まったように思います。
体育大会は６月５日（土）に予定通り行います。今年度も保護者２名までの見学となります。
５月２５日（火）から予定していた修学旅行は、７月５日（月）からに延期となります。
フレンドシップスクール・体育大会・修学旅行とクラスのみんなが協力し、団結していかなければなら
ない行事が続きます。生徒たちが心身ともに成長し、自分に自信が持てるようにしていきたいと思いま
す。新型コロナウィルス感染防止に努めながら保護者の方とともに頑張っていきますので、どうぞよろし
くお願いいたします。
〈３〉 副校長先生挨拶
新学期が始まり、今年度もコロナ禍の対応の中、２ヵ月が経ちました。令和３年度がスタートし、１年
生はフレンドシップスクールを終え、全学年体育大会に向けて生徒達も頑張っています。行事の変更等
いろいろと対策を講じながら教育活動に取り組んで参ります。今年度も PTA 役員、委員の方々と協力し
て充実した活動が出来ればと思っています。よろしくお願いいたします。

〈４〉 役員委員活動報告
活動報告
会長
副会長

活動予定

4/30 第 2 回学校支援本部臨時定例会

6/9 第 3 回学校支援本部定例会

5/12 学校支援本部定例会

6/24 第 1 回荻窪青尐年育成委員会常任

5/15 金魚救出大作戦

委員会

5/17 P 協定期総会
役員全体

5/10 PTA 書面総会（資料配布日）
5/14 開票・集計作業・第 2 回役員会
5/14,17 PTA 活動セミナー参加

6/5 体育大会受付
7/7 第 3 回役員会
7/14 第 3 回運営委員会

5/19 第 2 回運営委員会
他印刷・配布作業諸々・・・
学級代表

4/26 第 1 回定例会
メール配信システムお手紙配布
5/8 テストメール配信

6/8 学校公開受付担当者へお手紙配布
7/10 学校公開受付取りまとめ

登録・既読確認

5/10 第 2 回定例会
未登録者へお手紙配布
5/17 PTA 活動セミナー２名参加
校外生活

5/25 第 2 回定例会
6/5 体育大会の駐輪場整備
6/12,19 サタスタ受付

教養厚生

4/27 第 1 回定例会
担当決め、準備作業について説明
5/14 ,18 PTA 活動セミナー参加
5/17 体育大会案内状原稿回付
5/19 ｻﾀｽﾀ案内状原稿回付
4/25 給食試食会お手紙作成
4/26 試食会お手伝いの方への連絡
4/27 第一回教養厚生委員会
→給食試食会延期（２学期以降）
5/10 給食試食会延期のお知らせ
メール配信依頼

広報

4/27 第一回広報委員会会議

6/5 体育大会 広報誌用撮影

4/28 広報誌掲載用アンケート作成、
PTA 役員へ回答依頼
5/6 先生方へのアンケート用紙、印刷配布
5/14 ,17 PTA 活動セミナー参加
5/17

先生方の個人写真撮影

5/18

アンケート用紙回収

5/19

PTA 役員の集合写真撮影

選考

5/14 ,18 PTA 活動セミナー参加

9 月初旬 第 1 回選考委員会

神明祭・地域

特になし

6/9 支援本部定例会
7/7 支援本部定例会

〈５〉 議事
①

令和３年度スローガンについて

PTA オリジナルマスコットの
マスクっとちゃん

ひとりじゃないって最強だ ～繋ごう絆 守ろう笑顔～
今年は各委員会さんから素晴らしい案をいただきましたので、いろいろ組み合わせて今年らし
いスローガンにさせていただきました。日常生活が元通りになるまではまだ時間がかかりそうです
が、私たち PTA は今年も絆を繋いでひとつになり、子どもたちの笑顔を守りましょう。
②

部活動体験・学校公開について
今のところ 7 月に予定通り実施
学校公開は、学級代表が受付を手伝うことになっています。

③

サタスタについて（校外）
6 月予定通り実施(6/12,19)
一年間に６回実施予定。ボランティアの方へのご案内を作成中、近日配布。

⑥ 体育大会について
・駐輪場整備の手伝いを予定。ボランティアの方へのご案内を作成中。近日配布。（校外）
・駐輪場案内の掲示を前日に設置。（校外）
・予備日の 8 日（火）になった場合は、可能な方のみで行う。（校外）
・近隣住民の方には、騒音などご迷惑をお掛けする可能性があるので、ご挨拶のお手紙をポス
ティングしています。練習や予備日の案内も必要。再度周知の必要がある。（→学校側に再度依
頼）
・当日受付時、北門と南門の移動は、中を通さず、門の外側の道路を通るよう案内する。
〈６〉 その他連絡事項
① PTA 総会について
会員総数 2 分の 1 以上に達し、無事承認されました。ご協力ありがとうございました。報告書を
配布させていただきますので、よろしくお願い致します。
②会計より
各委員会の活動費を会後にお渡しします。
年度末には精算書へ記入し、裏に領収書(購入品のみのレシートでも可)を添付して報告を
お願いします。
③一斉メール配信について
全員の登録がまだ終わっていません。（特に２年生の未登録が多いです）
先生と相談しながら進めていきたいと思います。
④目安箱
保護者の皆さまと気軽にやり取りができるツールとして、今年度目安箱の設置を致します。
お手紙を配布致しますので、手順等お読みになりぜひご活用ください。

⑤LINEWORKS 導入について
毎年、ＰＴＡ役員と委員会のメンバーが変わる度に連絡先の交換や引継ぎに時間がかかり、
そのコンタクトの方法もまちまちで、不便なところも多くありました。今年度より LINEWORKS を
活用し、より活動しやすい体制にしたいと思います。ご協力お願いいたします。
（今回運営委員会参加の委員会の皆様に詳細説明と LINEWORKS のアプリダウンロード、
招待を行いました）

Zoom

5 月 14,17,18 日に Zoom にて PTA 活動セミナーが開かれ、ＰＴＡ役員・委員が出席しました。
受講した分野毎に報告します。
PTA 文書の書面については、専門用語は使わない、多国籍になってきたので英語表

書記

記もあって良いなど、読み手への配慮を考えた文面やレイアウトの工夫をすると良いとア
ドバイスがありました。また、書記業務は印刷や学校へ行く頻度が高いなどが取り上げら
れ、紙媒体の縮小やデジタル・ネットの活用について他校とディスカッションをしました。

作業の効率化を考え、現代に合った本当に必要な活動を検討する良い機会になりました。
会計業務の原則を基本とした説明で、本校に該当する部分とそうでない部分もあ
りましたが、いずれにしても入出金に関しては、全て証拠を残すということを強調され

会計

ていました。後半は、数人ずつに分かれてブレイクトークの時間がありましたが、特
に印象に残っているのは、PTA 会員にならない方への対応に苦慮されている方が多
く、本校は比較的恵まれているなと感じました。
コロナ禍での生活を機に今までの活動を見直し、ムダを省いていくチャンスと

学級代表

捉えよう。ずっと続けてきたことを無くしたり変えたりすることは勇気がいるが、
今だからできることもある。という講師の方のお話。
学代委員長を引き受けてから、私が目指してきたところです。

”中学生”というのはまだまだ子どもであるにもかかわら
ず、一人きりになりやすい。反対に、行動範囲も行動時間
も広がり子どもだけの状態が多くなる。コロナ禍で大人も家

校外「中学地域委員」

に引きこもり、誰かが見ているという状況ではなくなってい
ます。
防犯について親子で話し合い、行動範囲の再確認を行うこと、子どもを保護者や地域で見守る必要があ
る。PTA は子どもと大人と学校と地域をつなげることが出来る存在であるということでした。
広報誌作成前に決めておいた方がいいレギュレーションや先割レイアウトの例。

広報

個人情報や著作権に関しての基礎知識。広報誌デジタル化の例。

レイアウトのテクニック。グループディスカッションでは、IT 化したい作業について
話し合いました。
時期的に先生へのアンケート回収をメールやフォーム入力で行いたいとの意見が多かったです。
主な活動である次年度の役員の選出にあたり、今までの直接的な活動の仕方

選考

から、コロナ禍での選出のあり方。
グループワ-クスもあり、皆さんで意見を出し合いました。

講師が Yahoo!社員の保護者ということで、
作業のデジタル化を如何に進めたかについて

オンライン活用法

講義。
・PTA 会報や広報誌 ・総会議決やボランティア募集 ・ZOOM による会議運営
・オンライン講演会開催 ・作業のデジタル化によるメリット→デジタル化の範囲や参加するメンバーを
尐しずつ広げると進めやすいとのことでした。
様々な活用方法の紹介がありましたが、ポイントになるのは学校側がどこまで参加できるかということ
と、専門的知識のある保護者(PTA)が積極的に導入に向けて動けるか、ということだと思いました。

昨年度より PTA 活動セミナーではデジタル・ネットの活用についての話が多く
出ています。やはり専門知識のある保護者（ＰＴＡ）の方にご協力いただくこ
とが大きな前進につながると思います。是非、PTA 活動にご協力いただける方は、
いつでもご連絡をお待ちしております。 連絡先→ＰＴＡ目安箱

次回の
運営委員会は

７月１４日（水）９：３０～

視聴覚室にて開催します

以 上

