令和４年６月３日

神明中学校ＰＴＡ
会長 三浦 聡子

５月２７日(金) 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、副校長、PTA 役員、各委員２名ずつ
PTA オリジナルマスコットの

・令和４年度の PTA スローガン決定！

できることから始めよう！持続可能なＰＴＡ

マスクっとちゃん

・PTA 定期総会（書面）の報告
・部活動体験・学校公開・給食試食会・サタスタについて
・目安箱について
・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
先日無事に書面総会を終え、本年度の活動が本格的にスタートしました。改めましてどうぞよろしく
お願いします。
杉中 P 協も本格的に活動が始まりました。一昨日、教育予算要望懇談会が開催され、新二分区とし
て出席しました。杉並の教育を考えてくださっている教育委員会事務局の皆さんに保護者としていろい
ろと聞くことができ、貴重な時間を過ごしました。今年は二分区が予算要望を担当します。子ども達が
杉並で健やかに育つことができるよう、私たち保護者の意見、要望もお伝えしていきたいと思っていま
す。ご協力よろしくお願いします。
子どもたちは体育大会を控え、一生懸命練習に励んでいますね。体育大会の練習に部活や習い事
もあり、毎日疲れているようで、体調を崩すお子さんもいらっしゃるかと思います。しっかり栄養を摂らせ
て睡眠時間を確保することが怪我の予防にもなるかと思いますので、家庭でもご協力よろしくお願いし
ます。
また、コロナの制限もなくなりましたが、やはり基本的な感染対策は家庭でも引き続きしていきましょ
う。
〈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。
コロナ禍の中ではありますが、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５月１１日（水）・１２日（木）の１泊２日（つくば市）で、フレンドシップスクールにいってきました。
一人一人が楽しんで飯盒炊さん・田植えなど様々なことに取り組み、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４日（土）に予定通り行います。今年度は保護者２名までの参観となります。また、修
学旅行は、７月１２日（火）から２泊３日で実施予定です。
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皆様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
こんにちは。副校長の中里です。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。
さて、４月から新学期が始まり、コロナ禍ではありますが、少しずつ日常が戻りつつある中、２ヵ月が
経ちました。令和４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
て生徒達も活気ある学校生活を送っています。６月４日の体育大会には、人数制限がありますが、ぜひ
ご参観いただき、生徒たちの元気あふれる演技をご覧ください。
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〈５〉 議事
① ＰＴＡ総会について
今年度も書面決議となり、会則の改正を含め全ての議事が無事承認されました。ご協力ありが
とうございました。後日報告書を配付させていただきますので、よろしくお願い致します。
また、PTA 会則の改定版を後日配付いたします。
② 令和４年度スローガンについて

できることから始めよう！持続可能なＰＴＡ
みなさんからたくさんの案をいただきました。その中のいくつか組み合わせて今年のスローガン
にさせていただきました。コロナ禍３年目、組織や活動そのものを見直し、不要なものはやめて、
必要なものであっても効率化できないか取り組んでいます。今年も ICT を活用しながら誰もが負担
なく続けられる PTA を目指し、できることから始めていきたいと思います。
③ 体育大会について
６月４日に体育大会が行われます。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。
〈６〉 その他連絡事項
① 会計より
活動費を使用した際は必ず領収書をもらって下さい。年度末には清算書へ記入し、裏に領収
書を添付して報告をお願いします。
また、PTA 会費の納入方法についてのお手紙を配布する予定です。一昨年より保護者の皆様
が PTA の口座に会費を直接振り込んで頂く方法となっております。ご協力をお願いします。
② 部活動体験・学校公開・給食試食会について
⚫

部活動体験 ７/下旬、９/上旬で日程検討中

⚫

学校公開

⚫

給食試食会 ７/１２（火）実施 お手伝の方への案内をメール配信します

７/９（土）実施

③ サタスタについて
６/１１（土）、６/１８（土）、１１/１２（土）に実施 お手伝の方への案内をメール配信します
④ 一斉メール配信について
クラス単位の連絡は、マメールで行います。
⑤ PTA セミナー報告
５月２３、２４、２５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。
受講した分野毎の報告はページ最後に載せていますのでご覧ください。
⑥ 目安箱について
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目安箱の設置を致します。ぜひご活用く
ださい。
今年度は改築検討懇談会が始まりますので、ご意見ご要望などございましたら、こちらにいた
だけますと嬉しいです。
⑦ その他
池の掃除を神明クラブの社会人サッカークラブの方々が奇数月にしてくださっています。

参考になる内容が多くありました。今後の PTA 活動に活かしていきます。
PTA は期間限定の特権 やらされているのでは勿体ない

会長・副会長

10 大メリットがある！
・友人知人、居場所が増える
・視野広がる
・仕事能力が高まる(多様性を身につける)
・学校に行ける
・教員との親交を深めることが出来る
・我が子との距離がちぢまる
～etc.
その他、印象に残った内容
・教職員のサポーターになる、先生を助ける

Zoom

・楽しんでいる姿を見せる
・会報誌を雑誌風にする
・ミスや失敗ＯＫ！形式的なことを減らす
・資料、書類、会議、打ち合わせを 8 分の 1 へ
・手間かけず完璧求めずシンプルに→→安心して遠慮なく発言出来る雰囲気に
即実行は難しいですが、参考にしたい内容でした。
グループトークでは４校の副会長さんとお話をして、行事が減り会費が蓄積している、会費の増減のタイミ

ング、メール配信未登録の現状など、沢山の問題があることを共有しました。
急なアップデートは１年では難しく、地域や予算などのハードルがあるので、少しずつアイデアを出し合っ
て変えていくことが必要ではないか…とまとまりました。
講師の方からは、以下のようなお話がありました。
・保護者と先生との繋がりを意識して発信する

書記

・残すもの残さないものの仕分け
・スマホでの閲覧に適した誌面の作り方を
・誌面を作ることは目的ではなく手段。回収率が悪ければ工夫する

・書記ならやりたいと立候補してもらえるように効果的で効率的な活動スタイルを意識する
後半は他校の方々とディスカッションをして、配信方法や使用しているアプリ、PTA 室の Wi－Fi 状況 な
どの情報交換をしました。当校でも PTA 室での Wi－Fi 環境が整うことによってもたらされるメリットなど話し
合いたいと思いました。
また、総会資料も含めたプリント類やお手伝いアンケート等もデジタル配信にするなど、なるべく学校に行
く日を少なくするように工夫していると感じました。
主に、非営利団体の会計の基本的な考え方や、現金、預金の取り扱いなど。領収書は
必ず団体名でもらい、明細ももらうという事を徹底した方が良い事。

会計

繰越金の望ましい額や積立金の扱いについても知ることができました。
グループトークでは、会費の徴収方法について、自動引き落とししている学校があったが事務手続きなど
が煩わしいらしいです。その上、口座番号など個人情報を保有することになり、責任が重くなるデメリットもあ
る事がわかりました。
フリーの会計ソフトを使う案は他の学校でも出ているらしく、当校でも実験的に今までのやり方と並行して
やってみる方向で進んでいます。
備品台帳についてもそれぞれの備品に管理番号を付け、台帳と突き合わせできるように管理すると良いと
いうことなので、備品台帳もこれを機会に整理しようと思います。
以前私が参加したのは、コロナ以前でしたので、新時代の感覚に触れられたの

学級代表

が個人的に良かったです。
具体的には、後半の少人数ディスカッションも今は zoom のブレイクダウン機能
で行っていて、初対面の恥ずかしさも軽減されますし、本題にすぐ入れるのは良

かったです。
ディスカッション内容では、早く懇談会など保護者の学級活動をやりたいと言うお母さまの声が多く、
私は苦手なので意外に感じました。
コロナ後が見えてきた今、今後学級委員として保護者の方に何を提供できるのか考えさせられました。
中学生は心身の成長の個人差も大きく、親の心配も多岐に渡ります。そんな親の思いを吐き出すことので
きる共感し合えるような機会が増えるといいと思いました。
市民防犯＝一般市民ができる防犯についてのお話がありました。日本では子どもが 1 人歩きする年齢
が早く、子どもだけの環境が広がっているのでそれを踏まえた防犯対策が必要。
①大人の付き添い ②地域の見守り、助け合い ③子ども自身の自分を守る力
子ども力、地域の力、保護者の力みんなで協力して防犯対策を行う事が、空白の時

校外

間を減らし、犯罪の抑制になる。3 つの力を結集できるのは PTA 委員だと教えて頂きました。
防犯ブザーは人を傷つけない、助けて！逃げる！をサポートしてくれるので、丈夫なものをすぐ手に届く
ところに装着する事は今すぐ出来る防犯対策と学びました。
後半のグループトークでは各学校の校外委員の活動内容を話しました。「PTA が見守りしています」とア
ピールするためのバッジやステッカーを身につけてもいいですねという意見も出たようです。
子供を育てる上で大切なことは一般的な教育ではなく、地域活動等で社会との繋がり

教養

を作り上げ、PTA をはじめ地域の方々の協力支援によって、子供達を社会全体で育てて
いくことであると感じました。
コロナ禍で２年以上、PTA 活動も停止状態ではあるが、オンラインツールを上手く活用

し講座などを企画してはどうか？ PTA の関わりが子ども達のよりよい教育に繋がればいいなと感じまし
た。
デジタル化の推奨を前提としたセミナーでした。
次代の必須と感じますが、切替はそう簡単でないとも思いました。

広報

広報誌をすでにデジタル化した学校と懇談しましたが、可能だった前提として、
学校側の整備（お便り、連絡などがすでにデジタル化）と協力（副校長先生負担増）が
あってこそのようです。
広報誌のデジタル化は学校側と足並み揃えて…がスムーズに移行するコツかもしれません。
『PTA 広報の役割は学校の魅力・PTA 活動の魅力を伝えることが目的で、広報誌はそのツールである』
広報誌を作ることが目的になりがちなので、広報の役割を改めて考えることができました。
広報誌を学校の HP にアップしている学校では、年度初めにパスワードが発行されて関係者だけ閲覧で
きるようにされているそうです。
デジタル化を進める一方で自分の子供が載っている号や卒業記念号などは「紙」で保管しておきたいと
言う意見もありました。
広報誌をデジタル化するにも、アンケートを web で実施するにしても、学校全員のメールアドレスなどを把
握する必要があり、学校との連携が必須だなと感じました
久我山小、松渓中、桃三小の方とディスカッションをして、選考方法や悩みを話し合い

選考

ました。神明中の選考方式を説明したところ、他校でも同じ様に行っているとのことでし
た。選考のアンケートについてより多くの方からの選出がもらえるように選択肢を工夫し、
意思表示しやすい表記内容にしてはどうか？との意見も出ました。また、活動内容をで

きるだけ見えるようにしてちょっとやってみようかな、ちょっと興味あるなと思ってもらえるような表記の工夫
も必要との意見も出ました。

次回の
運営委員会は

７月８日（金）９：３０～ 場所：視聴覚室
以 上

