
 

４月 運営委員会だより No.１ 
令和４年５月７日 

神明中学校ＰＴＡ 

会長 三浦 聡子 

４月２７日(水) 9:30 から視聴覚室にて第１回運営委員会が開かれました。 

参加者：校長、副校長、PTA 役員、各委員２名ずつ 

 

〈１〉 三浦会長挨拶 

おはようございます。 

委員の皆さま、様々なご事情がある中お引き受けくださいましてありがとうございます。これから一年間、

無理せず楽しく活動していただきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

新学期が始まりお子さまの様子はいかがでしょうか。特に 1 年生はこの 1 か月緊張もあり、落ち着か

ない毎日だったと思います。部活動も始まり、2、3 年生との関わりもある中で、徐々に学校に慣れていくと

良いですね。 

私たち役員も、ＰＴＡ活動の目的である、子供の安全、安心を守り、充実した学校生活を送れるよう、今

年度も子どもに寄り添いながら私たちに出来ることを考え、活動したいと思っております。 

運営委員会は一年に 5、6 回開催を予定しております。行事や委員会活動の進め方など、前年度にと

らわれずに今年度のメンバーで意見を出し合いながら協力してやっていきましょう。 

そして保護者のみなさんの意見を学校にお伝えするということも私たちの大事な役目だと思っておりま

すので、ご質問やご相談など何でもおっしゃってください。 

今年度は改築検討懇談会が始まります。そこでも皆さんの声を届けることができると思いますのでよろ

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。また、PTA 委員を引き受け

ていただきありがとうございます。役員の皆様とともに神明中学校のために力を貸していただければと思

います。 

令和４年度は、新入生８６名が入学し、全校生徒２７６名、９学級でスタートしました。私も神明中学校に

着任し、４年目を迎えました。新型コロナウィルス感染防止に努めながら、伝統ある神明中学校の良さを

守りつつ、さらなる飛躍を目指し頑張っていきたいと思います。 

今年度も、「一人一人が輝く学校」を目指します。本校の生徒は、校訓である「自主・自律」を意識し、

様々な活動に積極的に取り組んでいます。さらなる向上をめざし、自主的・自律的な行動を心がけてほし

いと願っています。 

保護者の皆様と学校が一緒になって「チーム神明中」として子供達を育てていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
 

 

〈３〉 副校長先生挨拶 

こんにちは。副校長の中里です。今年度から神明中学校に異動してきました。どうぞよろしくお願いい

たします。 

本校ＰＴＡの皆様には、日頃より神明中の教育活動にご理解とご協力をいただき、心より感謝申しあげ

ます。 

４月、ＰＴＡ会長のもと新たな活動がスタートいたしました。今年度、副会長として教職員と保護者の皆

様のコーディネーターとなり、会長を支えていきたいと思います。今後共、ご意見ご要望等がございました

ら、どうぞご遠慮なくお寄せください。 

今年度も引き続き、学校の様子や月予定等については「学校だより」「学校 HP」「学年だより」などを主

として保護者の皆様にお伝えしていくことになりますのでお読みになってください。 
 

 

 



〈４〉 令和４年度役員紹介 
 

会長 ２B 三浦 聡子   

副会長 ３A 嶋 裕美 ２B 天野 礼奈 

書記 ３A 田村 めぐみ ２C 服部 規子 

会計 ３B 相原 知子 ２B 山本 京子 

会計監査 ３C 賀川 真美   
 

〈５〉 令和４年度委員紹介  委員会・お手伝い名簿をご覧ください。 

 
〈６〉 役員委員活動報告（書面）  下記の表をご覧ください。 

 

  活動報告 活動予定 

会長 

副会長 

4/11 P 協拡大委員会  

4/13 支援本部定例会 

4/18 P 協新旧実行委員会 

4/19 学校運営協議会 

 

5/10 第１回改築検討懇談会 

5/11 支援本部定例会 

5/19 P 協二分区会 

5/19 P 協定期総会（書面） 

5/25 P 協予算要望懇談会 

役員全体 4/7  神明中入学式お手伝い 

4/15 第１回役員会 

4/15 クラス委員決め、委員総会 

4/20 お手伝い登録振り分け作業 

4/27 第１回運営委員会 

5/13 PTA 書面総会（資料配布日） 

5/18 開票・集計作業 

5/27 第２回役員会 

5/24・25 PTA 活動セミナー 

5/27 第２回運営委員会 

会計監査 3/31 令和３年度決算報告 会計監査終了  

学級代表 4/15 委員総会 

4/13 メール配信システム登録チェック① 

（R3 の学代委員で） 

4/20 メール配信システム登録チェック② 

→未登録者へお手紙配布 

委員長・副委員長打合せ 

4/27 第１回運営委員会  

4/28  第１回学代定例会 

5/24  PTA 活動セミナー 

校外生活 4/15 委員総会  

4/27 第１回運営委員会 

4/27  ①校外生活定例会 

5/25  PTA 活動セミナー 

教養厚生 4/15 委員総会 

4/27 第１回運営委員会 

5/23  PTA 活動セミナー 

広報 4/15 委員総会 

        1 号について打合せ、担当分け 

4/15～アンケートの内容打合せ(オンライン) 

4/18 学校に写真撮影の日程を問合わせ 

4/19 アンケート用紙作成 

4/25 教職員にアンケート用紙配布 

PTA 役員にアンケート回答依頼   

4/25～教職員の顔写真撮影      

4/27 第１回運営委員会 

        PTA 役員の集合写真撮影 

5/6  アンケート回収 

5/6～ アンケートのベタ打ち 

5/24  PTA 活動セミナー 

6/4  体育会にて写真撮影 

 

選考 4/15 委員総会 

4/27 第１回運営委員会 

5/24  PTA 活動セミナー 

※4/27 現 

 



〈７〉 議事（総会資料の承認） 

・令和３年度 決算報告・監査報告 ／ 令和４年度 予算案報告 ⇒ 仮承認されました 

・令和４年度 活動計画（案） ⇒ 仮承認されました 

・ PTA 会則改正（案） ⇒ 仮承認されました  

 ◎詳細は令和４年度 PTA 定期総会（書面総会）のご案内をご覧ください。 
 

 

〈８〉 その他連絡事項 

① 令和４年度スローガンについて 

委員会にて今年に合った案を考えていただき、用紙を担任の先生まで提出してください。 

 

② PTA 活動セミナー (オンライン開催) 参加について 

      5 月 23 日（月）  教養（成人教育） 13：30～15：00 

      5 月 24 日（火）  学代・広報   10：00～11：30 

      選考（テーマ研修） 13：30～15：00 

      書記   13：30～15：00 

      5 月 25 日（水）  会長・副会長  10：00～11：30 

      会計・校外  13：30～15：00 

  ★参加人数の確認は各委員長がラインワークスにて行います。 

 

③会計より連絡 

【委員会の活動費について】 

5/13 配布予定の書面総会にて承認後各委員会に運営費をお渡ししますので、第２回運営委員会の

際に、印鑑（シャチハタ不可）をお持ちください。 

 

④書記から 

★PTA 室の利用方法について 

1. PTA 室を打合せなどで利用する場合は、事前に Web 予約が必要です。 

委員決めを行った際に、PTA 室の予約サイトのご案内を配布しましたが、そちらをご覧いただき 

        予約をお願い致します。また、LINEWORKS の全体グループトークのノートにリンクを貼っていま

すのでご利用ください。 

2. PTA 室の鍵は２F 職員室の黒板横にあります。使用後は、必ず戻してください。 

3. 印刷機・コピー機・シュレッダー・パソコン・事務用品・ポット・茶器などの備品が利用できます。 

4. IC レコーダーの貸し出し可（事前に役員に申し出てください） 

5. 使用後は備品を元の場所に戻し、照明・暖房・戸締まりの点検をしてください。 

印刷機の電源・ポットのお湯の始末とコンセント・ゴミの後始末を忘れずにお願いします。 

(印刷関係のゴミ以外は必ず持ち帰ってください） 

6. 学校の授業の無い土・日・祝日に委員会で使用する時は「PTA 学校利用届」を副校長先生に提

出してください。用紙は、ＰＴＡ室の窓側の引出しの中と LINEWORKS の全体トークルーム内のノ

ートに保存してあります。 

7. PTA 室の備品の破損等があった場合は、役員に申し出てください。 

 

★PTA 室以外の施設（視聴覚室・体育館・調理室など）を使用するときは副校長先生にご相談くださ

い。 

 

・コピー機使用方法について 

コピー機の前の壁に利用方法が記載してありますのでご覧ください。 

*電源（コンセント）は抜かないこと。 

 



・委員会印刷物発行について 

保護者向けに文書を発行する場合は、PTA 会長→担当の先生→副校長先生に確認後、配布。 

PTA の印刷物はピンクの紙を使用。10 枚以下の時はコピー機、10 枚以上は印刷機を使用。 

配布した原稿はＰＴＡ室入口にあるファイルに保管してください。 

 

*詳しくは先日お配りしている令和４年度の PTA マニュアルをご覧ください。 

*尚、今年度より PTA 保護者連絡網にマメールを使用することになりましたので、PDF の添付が可能

となっております。ペーパーレスにもつながりますので、会長にも相談の上、用途に合わせて配信し

てください。 

 

⑤ 杉並区次世代育成基金への寄附について 

杉並区次世代育成基金とは、区が主催・共催する体験、交流事業（海外留学や、小笠原自然体験交

流、親善野球大会など）に参加する子どもたちを支援するための基金で、毎年 1 万円寄附しておりま

す。 

⇒ 今年度も承認され、寄附することになりました。 

 

⑥ PTA 総会について 

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、今年度も書面開催に致します。 

つきましては、総会のご案内を 5 月 13 日（金）、提出期限を 5 月 17 日（火）とさせていただきます。 

PTA にとって、とても大切な議案です。資料をよくお読みいただき、必ず書面議決をお願いいたします。 

 

                  以 上 
 

 

 
次回の 

運営委員会は 

５月２７日（金）９：３０～ 視聴覚室にて開催します 


