第１回 運営委員会だより

都立三鷹中等教育学校
ＰＴＡ会長 宮内

開催日： 令和元年６月
令和元
15 日（土）
出席者 27 名
<挨拶
挨拶>
宮内会長
おはようございます。本日は、荒天でお足元の悪い中、またお忙しい中、皆さまお集まりいただきまして誠
にありがとうございます。
にありがとうございます。6 月も半ばとなり、本部よりいくつかお願いしたことなども含め、もうすでに活動
が本格的にスタートしています。
本日、
今年度最初の運営委員会となりますが、
まず始めに運営委員の皆さまにお伝えしたいことがあります。
それは、疑問に思ったこと、わからないことなど遠慮なく、聞いて欲しい、またこちらとしては、そんな雰囲
気でありたいということです。私もまだまだわからないことがたくさんありますが、これから少しずつ皆さん
と一緒に活動を通して成長し、楽しく活動出来る環境を作っていきたいと考えております。そして、各委員会
の皆さんには、ご自分たちのやりやすいやり方を作っていっていただきたい、また委員会内では皆さん助け合
って気負わずに楽しく活動していただきたいと思っております。本部としましては、そのお手伝い、皆さんか
らのご提案やご要望を聞
らのご提案やご要望を聞き、お応えすることができたらと思っています。そして、これから一緒に活動してい
き、お応えすることができたらと思っています。そして、これから一緒に活動してい
く上で報告、連絡、相談、いわゆる報、連、相をこれは、大人になった今、改めて大事なことだと実感してい
ますが、ぜひ忘れずにお願いしたいと思います。また、この PTA 活動を通じて皆さんと会員の皆さまとの交流
の場が楽しく有意義なものでありますよう、心から願って挨拶とさせていただきます。
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<運営委員自己紹介>
会長：宮内 副会長：金子・松本・中倉 会計：有馬・長友 書記：加藤・筒井
１年：樺島・茂木 ２年：秋元・山中 ３年：川浪・渡邊 ４年：小西・長塚 ５年：大石・折田 ６年：福重・中村
広報委員：大町・藤田・吉原 役員選考委員：高橋・田部井

〜 １年間このメンバーで頑張りますのでよろしくお願いいたします。 〜
<議事>
1.
学校より
長嶋副校長先生
皆さん、おはようございます。本年度着任いたしました長嶋です。よろしくお願いいたします。
着任して 2 カ月半が過ぎました。この 2 カ月半は、学校行事やイベントが目白押しで、目まぐるしく毎日が過
ぎ去りました。濃密な２か月半でした。
4 月は、入学式（４/９）に始まり、保護者会、米国の姉妹校リンドバーグ高校との交流会（ ４/１５）
、サ
ードステージ論文発表会（４/２７）
、ＧＷ明けには、校外学習がありました。私は、１学年の校外学習を引率
し、2 泊 3 日で千葉県の館山に行ってきました。初日のＴＧＧ学習にウミホタル観賞会、2 日目のコース別自然
体験学習、その夜の成果発表会、最終日の野外炊飯と盛りだくさんの内容でした。2 日目の体験学習後の成果発
表会では、機材の不具合など、ハプニングもありましたが、生徒が機転を利かせて見事に乗り越え、何事もな
かったかのように堂々と発表していて、感心させられました。
中間考査（５/２１～２４）後には、在卒懇（５/２５）
、学校見学会（６/１）があり、先週末には４学年の
宿泊防災訓練(６/７～８)を実施しました。在卒懇は、６学年全生徒及び５学年の希望者を対象に、分野ごとに
６会場に分かれて実施しました。本校卒業生２５名が講師を務め、講師の話に生徒は熱心に耳を傾けていまし
た。学校見学会には、昨年を大きく上回る１５９９名の来場者がありました。宿泊防災訓練では、４学年の生
徒が、心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法、止血法、包帯法など、実践的な救命処置の方法について体験活動を通
して学びました。生徒はみな緊張感をもって訓練に臨み、有意義な時間を過ごすことができました。
いよいよ来週は、創立 10 周年記念式典と第 46 回合唱祭が実施されます。6 月に入ってから、学校では、放
課後、生徒の歌声が鳴り響く毎日が続いています。19 日（水）の本番が今から楽しみです。
生徒が様々な教育活動を通して、確かな学力の定着に加えて、たくましく心豊かに成長していくように、教
職員一同全力で取り組んでまいります。どうか保護者の皆様、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。
２．

本部より
⑴

令和元年度 ＰＴＡ活動方針と本部体制について
「令和元年度 PTA 役員・委員に関わる方へ」のマニュアルを運営委員会メンバーに配布、あわせて運営
委員会の構成や役割について説明しました。

⑵
本部からの連絡
①三鷹中等創立１０周年記念関係について
6/19 の合唱祭の前に開催される式典に於いて、PTA からは記念品を贈呈することになっております。記念品
の内容としましては、体育祭テント、航空写真パネルを目録で贈呈します。式典、祝賀会の来賓には、学校
より記念誌が PTA からは生徒考案のロゴ入りクリアファイル、ロゴ入りトートバッグ、校章焼印入り紅白饅
頭をお渡しする予定です。生徒の皆さんには、記念誌、クリアファイル、トートバッグを配付予定です。ま
た、祝賀会につきましては、同窓会と PTA 共催で開催します。学校関係者の皆様や教職員の先生方、同窓会、
卒業生、PTAOB、公立中高一貫校 PTA 会長の皆様を招待して三鷹中等教育学校の創立 10 周年記念をお祝いし
ます。本校 PTA 代表としまして、三役が招待されており、出席、他本部役員には受付手伝いを依頼しており、
終了次第、出席する予定でおります。後日、式典、祝賀会の様子をご報告させていただけたらと思います。
(記念品購入、祝賀会会費等の経費は、PTA 会費の周年積立金から支払わせていただきました。)
②クラス T シャツについて
③PTA 保険の更新（R 元年度）について
今年度も PTA 団体保険に加入する予定です。昨年度と同じ契約で、只今更新手続きをしております。
④会計より（交通費申請書の提出・ミタカックス前渡金について 等）
⑤東京都公立中高一貫校保護者連絡会（通称・いっかんず）
（６月１日(土)終了・報告）
6/1 に会計監査を除く、本部役員全員で出席して参りました。いっかんずとは、東京都公立中高一貫校保護
者(PTA 役員)の連絡協議会の通称で年間 2 回開催され、幹事校を輪番で担当します。昨年度は、本校 PTA 新
旧役員が幹事として各校 PTA 役員の皆さんをおもてなししました。

今年度上期の幹事校は、千代田区立九段中等教育学校で都会的な格式高い学校という印象を受けました。
定例会では、九段の副校長先生より学校の歴史や特色をスライドを写しながら説明していただきとても興味
深く拝見しました。分科会では、いくつかの議題毎に各校役員が分かれてディスカッションをしました。
各校、取り巻く環境や状況はそれぞれ違いますが、PTA 活動をしていく上での様々な問題を解決するため、
意見交換が活発に行われました。
貴重なご意見を参考に、
今後の活動に活かしていきたいと思っております。
⑥学校運営連絡協議会（６月１３日 (水) 終了・報告）
6/13 に防災教育推進委員会、学校評価委員会、学校運営連絡協議会が本校で行われ、出席して参りました。
防災教育推進委員会では、4 年生の宿泊防災訓練の様子が報告され、また、学校運営連絡協議会では、学校
運営に関して報告があり、評価委員として運営がきちんと行われているかどうかを確認し、今後の運営に於
いてどのようにしていけば良いかなど意見交換が行われました。
令和元年度の主なＰＴＡ活動予定について
６月～
６月初旬
６月１９日(水)
６月２２日（土）
７月初旬
９月１４日（土）１５日（日）
９月２０日（金）

合唱祭ＤＶＤ制作 （本部合唱祭 DVD 担当）
合唱祭ＤＶＤ申込募集 （６学年担当）
１０周年記念式典（PTA 本部役員）
１０周年記念祝賀会（PTA 本部役員）
前期課程クラスＴシャツ集金 （前期・後期担当）
鷹校祭 ミタカックス（４学年担当）
体育祭 お茶出し（PTA 役員・ボランティア募集予定）
※雨天時２４日（火）
広報誌発送用封筒の準備、中６年生に宛名書きを依頼（広報担当）
給食試食会（１学年担当）
前期保護者研修会（２学年担当）
後期保護者研修会（５学年担当）
役員選考委員会（役選担当）

１０月
１１月１３日（水）
１１月２１日（木）
１１月２８日（木）
１２月 ７日（木）
令和２年
１月１１日（土）
文化事業（３学年担当）
３月 ７日（土）
卒業式
卒業を祝う会（６学年担当）
３月１４日（土）
スポンサードウオーク（３学年担当）
※通年 制服リサイクル活動（本部役員・各学年委員）
３．

報告事項のある委員会より
4 年生：ミタカックス時に張り出す各委員会ポスターの作成依頼がありました。
各委員会ポスターの収集日時は９月７日次回の運営委員会までです。

４．

ＰＴＡサークル活動報告
○コーラス「こーる・あんだんて」
令和も引き続き月 2 回三鷹市内のコミセンにて活動しています。単発での参加も可能です。お気軽にご
連絡をお待ちしております！
○三鷹散策の会
2019 年度代表 5 年生五十嵐です。去る 5 月 24 日に神代植物公園と深大寺の散策をしました。ボランテ
ィアガイドさんに案内されて見るバラはいっそうかぐわしく、深大寺蕎麦を食べながらのランチでは卒
業生の保護者の方ともお話しでき大変楽しい時間を過ごせました。近日中にホームページにて報告する
予定です。次回は秋開催の予定でこちらもホームページでお知らせしますので、どうぞお気軽にご参加
ください。
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その他
・６月１９日（水）の合唱祭会場にて、広報委員会には控室があります。

第２回運営委員会は ７月１３日（土） １０時～ 南棟３階大会議室 です。

