令和４年３月１１日
神明中学校ＰＴＡ
会長 三浦 聡子

３月１１日(金) １４：３０から第６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

・校長先生挨拶→決まっている新年度行事記載あり
・お手伝い登録（新規提案）☆IT 系のお仕事の方必見！
・マ・メール本契約 ☆新年度は新配信システムになります！
・LINEWORKS 引継ぎについて ☆来年度も引き続き活用していきます！
・新年度保護者会・PTA 総会・同好会・卒業対策委員会 他
〈１〉 三浦会長挨拶
本年度最後の運営委員会となりました。今日はこうして皆さんと対面でお会いできて嬉しいです。今後
はリモートでの運営委員会が増えていくと思いますが、やはりこのように集まって対話する場も大切にし
ていきたいと思います。
さて、一年間 PTA 活動にご協力いただきましてありがとうございました。委員のみなさんは今年も工夫
しながら活動してくださり、保護者の方への様〄な情報提供や、学校行事のお手伝いなど本当に感謝し
ております。ご家庭のことやお仕事がお忙しい中、学校に関わってくださり、みなさまのおかげで PTA 活
動が成り立っていると実感しております。４月の委員決めにて、新しい委員のみなさんに活動内容をお
話ししていただく場がございます。今年度のみなさんの経験を来年度の方に引き継いでいただき、来年
度も気軽に活動でき、保護者同士の交流の場になるといいなと思います。
私たち役員もいろいろと制限がある中で LINE ワークスや PTA 目安箱など、新しいことを取り入れなが
ら活動しました。今後もみなさんのご意見を伺いながら、参加しやすい PTA を作っていきたいと思いま
す。
また校長先生、副校長先生をはじめ先生方には大変お世話になりました。子どもたちに様〄な経験を
させてくださりありがとうございました。保護者の立場をよく理解してくだり、私たちも学校と連携しながら
気持ちよく活動することができました。
最後に、３年生全員の進路が決まったそうで、保護者のみなさまおめでとうございます。３学期は入試
直前まで落ちつかない日〄だったと思いますが、無事入試の日を迎えられて本当によかったですね。ご
卒業おめでとうございます。
〈２〉 校長先生挨拶
運営委員会にご多用の中、参加いただきありがとうございます。今年度も新型コロナウィルス感染防
止のため様〄な PTA 活動が制限され苦労もあったことと思いますが、子供たちのためにご尽力いただ
き本当に感謝申し上げます。
今年度は新型コロナウィルス感染防止に努めながら、予定していた様〄な行事を実施することができ
ました。これも、保護者・地域の方の協力、「自主・自律」を意識した生徒一人一人の学習・委員会活動・
行事への取り組みがあったからだと思います。制約がある中での生徒の取り組みには感動させられるこ
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８７名、３学級になる予定です。フレン
ドシップスクール（1 年）は 5 月 11 日（水）・12 日（木）の 1 泊 2 日、体育大会は 6 月 4 日（土）、修学旅
行は 7 月 13 日（水）・14 日（木）・15 日（金）の 2 泊 3 日、文化発表会は 10 月 8 日（土）、スキー移動教
室は 1 月 25 日（水）・26 日（木）・27 日（金）の 2 泊 3 日になります。卒業式は 3 月 17 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、残り２週間となりました。今年度も、コロナ禍の中、いろいろと制限のある中での学校生活
でした。各委員会での活動や、学校行事のお手伝いではいろいろな対応ありがとうございました。皆様
に感謝申し上げます。この一年間、PTA 活動有難うございました。
〈４〉 役員委員活動報告（前回運営委員会以降の活動報告/活動ある委員会のみ）
活動報告
・2/15 学校運営協議会
・2/18 新入生保護者説明会にてリサイクル品
譲渡
・2/26 役員会及び新旧役員顔合わせ
・2/28 2 分区会
・3/ 2 支援本部定例会
・3/ 7 第 5 回 P 協実行委員会
神明中学校地域教育推進協議会第２
回懇談会
・2/ 4 第 5 回運営員会
・2/17 第 5 回運営委員会だより HP へ UP
・3/ 4 役員会・新旧顔合せ
・3/11 第 6 回運営委員会
・新メール配信システムの準備

活動予定(3/11 以降)
・3/15 学校運営協議会
・3/17 荻窪青少年育成委員会常任委員会
・3/18 紅白饅頭配布

学級代表

・新メール配信システムの準備

新メール配信システムの準備

校外生活

2/19 サタスタ⑥ 実施

教養厚生

2/17『スクールカウンセラー先生に聞いてきま 3/吉
した』 於 視聴覚室
・『スクールカウンセラー先生に聞いてきまし
2/17〜2/23 『 〃 』各自まとめ
た』保護者閲覧用原稿作成・先生に確認→ホ
ームページに掲載
2/15 スキー教室の原稿及び訂正箇所をデザ
イン事務所へ
2/15～22 二版校正、P 会長・学校へチェック
依頼
2/23 印刷依頼
3/10 広報誌第二号完成 仕分け、配布

会長
副会長
（役員全体活動以外）

役員全体

広報

・3/吉 第 6 回運営委員会だより HP へ UP
・3/24 新入生配布物準備
・新メール配信システムの準備
・PTA 新旧引継ぎ（新年度準備）

〈５〉 令和３年度仮決算書報告
現３年生には卒業式当日に仮決算報告書を配布いたします。

〈６〉 令和４年度委員会活動内容について
新年度に配布する委員募集のお手紙に載せる内容を各委員会で確認していただき、変更がある場
合は、書記までご連絡ください。
〈７〉 お手伝い登録の内容について（新規提案）
・IT サポート（仮名）の追加
今年度もコロナ禍で、手探りの中、ZOOM 会議や LINE ワークスの導入をしてきました。
私たちは、ＰＴＡ活動をする中で、誰もがパソコンが得意なわけではなく、ネットの用語も分からない事
が多いです。こうしてみたいけど、やり方がわからないということが多くありました。
そこで、パソコンの使い方でわからないところをピンポイントで教えたり、今後検討、導入していく IT
ツールについての設定や使い方の調査をしたり、ＩＴに特化したサポートチームがいれくれたら心強い
と思いました。保護者の中でも、ＰＴＡ活動のお手伝いはしたいけれど、平日に学校に行くのは難しい。
空いた時間を使って、来校しなくても協力できることがあればやりたいと思っていただける方がいるの
ではないかと考えました。
私たちの出来ないところを補っていただけるＩＴお助け隊「ＩＴサポート」という係を追加させていただき
たいと思います。（Ｐ役員・各委員会賛同の上、追加決定しました）
〈８〉 マ・メールの登録方向とＬＩＮＥワークスの引継ぎ方法について
(1)マ・メール本契約(来年度から使用する保護者配信メールについて)
登録方法の説明文書をご覧いただき、問題なく登録が可能かどうか委員会の皆様にご協力い
ただきたいと思います。不足しているところがないか最終的に確認をしていきます。
３月中はお試し期間継続で、４月になりましたら、テスト登録している方〄の情報は全て削除し、新
年度の本登録の準備を致します。
(2)LINE ワークス(P 役、委員会内で利用のアプリ)引継ぎについて
使い方は委員会によって違うので、そこは統一しなくても良いと考えています。
新年度は、現在委員会登録者「R3〇〇〇」として残し、来年度委員会登録者「R4〇〇〇」のように新
たに登録し、各委員会の中で各〄グループを作って連絡を取り合って引継ぎをしていただき、委員会
の引継ぎが終わり、連絡手段が不要の場合は書記に連絡頂ければ削除します。
ご連絡がない場合は 1 年間そのままで、来年 3 月に書記で削除します。
〈９〉 その他
①新年度保護者会について
４月１５日（金）各クラスで保護者会開催（放送または teams） 、委員決め後、体育館にて委員総会
開催。１．２年生の正副委員長さんは、保護者会後残って体育館にて各委員の仕事内容などの説明・
引継ぎをお願いします。
②ＰＴＡ総会について
今年度も書面総会を予定しています。

③同好会活動について（ＰＴＡバレーボール同好会）
昨年１年間、今年も夏過ぎまでは練習できませんでした。
感染者減少時、１～２回/月練習（外の体育館にて）行いました。
１０年近く使っていたボールが傷んでしまったので活動費を使い、新しく購入しました。
④卒業対策委員会より
・謝恩会→中止
・卒業祝いのお花（先生方へ、卒業生に 1 輪ずつ）を準備
・色紙（担任・副担任の先生へ）子どもたちが似顔絵をかいて寄せ書きを作成
☆P 教より
学級専門委員研修会
Soup Stock Tokyo と考える多様性
～ジェンダーの視点から多様性を認め合う～(國武正太さん)
3 月 19 日（土） 11:00～zoom

今年度はこれにて終了

ご協力ありがとうございました！

以上

