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＜挨拶＞
粟津会長
本日は早朝からクラス委員の皆さんにはクラスＴシャツ費の集金にご協力いただきありがとうございまし

た。本年度は、PTA の学校行事への参画を少しずつコロナ禍前のように戻していきたいと思っており、でき
る限り学校からの活動・協力要請に対して PTA として協力していきたいと考えております。その一環として
先日の合唱祭のお手伝いや、クラスＴシャツ費集金作業にお力添えをいただきました。特にクラス T シャツ
費集金作業は、直前まで調整が入るなど、いろいろご不明点や不都合な点もあったかもしれませんが、無事、
各学年が集金を終える事ができました。みなさんの臨機応変に感謝申し上げますとともに、生徒たちが球技
大会や体育祭でお揃いのクラス T シャツを身にまとい、躍動する姿を楽しみにしています。
今後の活動ですが、飲食を伴う PTA 活動はできないと考えております。コロナ感染症も第 7 波に突入と

いうニュースもあり、様子を見ながらで PTA 活動を企画、実行することになっていくと思います。
引き続き PTA 会員のみなさんのご意見を伺いつつ活動を行います。みなさんの大きな負担にならない範囲

でご対応いただきたいと思っております。

藤野校長先生
皆さん、おはようございます。
猛暑が続く中、教育活動の方も熱中症対策をいろいろと対応させていただいております。
他の都立高校や中等教育学校では熱中症が数多く出ており、体育祭で救急搬送が 20 件でたという事例も

ありました。三鷹では今年から体育館のエアコンが稼働になりまして、日中フル稼働で節電は気になります
が、運動して汗をかいても秋口のようなさわやかな感じで使わせてもらっております。各教室では 40 人い
る生徒に適した温度に設定し、冷房効率は高くないですがコロナ感染対策もあるので小窓を開けるなどして
対応しています。何かお気づきの点などあれば、またお話いただければ思います。「安心・安全」をコロナ
だけではなく、熱中症にも配慮して対応できればと思っていますので、どうぞご理解ご協力のほど、よろし
くお願いいたします。
期末考査も終わり、教員は採点など、いろいろな学期末の処理を一生懸命やっております。一方で皆さん

もそうだったと思いますが、大体この時期から夏休み明けくらいのところまで受験校を決めるために学校見
学などをやらないといけないのですが、ご承知の通り一定の制約があるのでオープンで自由に、というわけ
にはいかない中で細野副校長が説明を加えながら対応しております。前期生 3 年生の受験の時までは見学に
来る方が 4 桁になるほどたくさんお越しいただいていたわけですが、現在は申込制にして限られた人数でや
らせていただいているので、受験を考えている保護者の方の中には予約がとれず不満を持たれている方もい
らっしゃるかもしれません。極力、回数を少しずつでも増やして御覧いただこうと考えていますが、それで
も予約できない場合はホームページなど御覧いただきながらと思います。大人数を一度に受け入れて 1 回か
2 回の見学会にする方が労力的には楽なのですが、それはできないので回数を増やして対応しているところ
です。

開催日： 令和 4 年 7 月 9 日（土） 出席者 29 名
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今後、文化祭、そして体育祭もあり、夏休みには 4 年生の勉強合宿も 3 年ぶりに再開いたします。合宿
も一部の部で実施いたします。東京都教育委員会の方と相談しながら、どんな状態ならできるか、などを審
議し決めさせていただきました。残念ながら行けなくなってしまった部もあるのですが、クラスターなどの
不慮の事故が発生してしまえば本末転倒になってしまいます。私も極力行ってもらいたいという前提で審査
をさせていただきましたが、今回合宿を見送った部については、宿泊はできないが一定の制約の中、校内で
活動してもらうことにさせていただきました。
また、文化祭や体育祭は生徒の実行委員会もありますので、そちらと担当の教員でまずはコロナ対策や熱

中症対策などを講じた上での工夫を重ねて準備を進めています。私のところにも中間報告などで情報をもら
っていますが本当に緻密なところまで計画をたてていますので、きっといい行事ができるかなと思っていま
す。致し方なく外来者への制約が強まってしまうところもあり、本来であれば保護者の方々には文化祭を終
日御覧いただき楽しんでいただくところですが、時間を制限して学年単位で、などの対策もいろいろ考えて
くれています。世の中の状況が好転していけばこのような制限も緩和されると思いますが、ご承知の通り感
染者は増えてきているので、どうなっていくか悶々としているところです。体育祭については最終学年の 6
年生の保護者には必ず御覧いただきたいという事で実行委員会にもその枠を取ってもらっています。その他
の学年については場所の関係もあり、府中の森芸術劇場どりーむホールのように椅子が密にならないくらい
あればよいのですが、用意がないため何か策を講じながらやれることを考えていきたいと思っています。そ
の際にはご理解いただいた上でご協力いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
2 学期の宿泊を伴う行事については、台湾当局の方と連絡をとって 5 学年海外修学旅行の可否を確認した

ところ、今年度は無理だろうという事でした。個人旅行は緩和する方向と言っていますが団体で且つ高校生
ということを含めて考えると厳しいということで代替措置を考えてもらう事にしています。その点もご理解
いただければと思っております。
3 年生の国内研修旅行については実現したいと思っております。今の 4 年生は感染状況が減少期だったの

で実施いたしました。そうした状況判断も皆さんや私個人の判断もありますが、基本的には東京教育委員会
の判断に従わざるを得ないので、私がいいというだけではできません。東京都教育委員会の判断ではなく、
私の判断で行かれないという事はありませんが、非常に流動的な事だということをご理解いただきたいと思
っています。やれることを精一杯やってまいりますので、今後もお力添えよろしくお願いいたします。
今日は朝早く大変なところ、T シャツ費集金のご協力ありがとうございました。本当に感謝しております。
もう 1 点、触れておきたいのが、昨日奈良県で非常に残念な事件が発生しました。日本は治安国家で、あ

のようなことが発生しない社会を作らなければいけないと思いますので、皆さんのお子さん方が社会に出た
ら、安心で安全なそして素敵な日本になるような、そういう人材を育成していきたいと改めて思ったところ
です。安倍元首相には心より哀悼の意を表すとともに、教育の大切さ、その責任を改めてかみしめています。

＜議事＞
１．学事報告・・・副校長鈴木
私からは、先月の運営委員会以降の学校生活と今後についての概要をお話させていただきます。
オンライン国際交流について、6 月に 4 年生が台湾、香港と英語による文化交流を行いました。7 月下旬

に 3 年生がオーストリアの高校と英語による国際交流を行います。
合唱祭につきましては 3 年ぶりに開催する事ができました。PTA の皆様にはご協力ありがとうございま

した。
同窓会総会が 6 月 18 日に行われました。PTA の皆様には同窓会についてもご協力を賜れればと思っ

ております。よろしくお願いいたします。
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進路講演会では予備校の先生から学習についての心構えなどを新たにするお話を聞きました。
探究学習の講演会では研究者の方に来てもらいどのように研究内容を探究していくかということについて

その手法、作法について事例を交えたお話で学びました。
6 月 23 日には 5，6 年生が国立能楽堂にて芸術鑑賞教室を行いました。
7 月頭に期末考査があり、その後 7 月 7 日に 3 年生の校外学習がありました。その様子は写真がホーム

ページに載っていますので御覧ください。
粟津会長、校長から第 7 波の話も出ております。本日も並行して制限付きの学校見学会を行っていますが、

学校行事に関しては現時点では特にどう制限するという話は出ていませんけれども、今後 1 日の感染者数が
1 万人を超えるようなことになるとまた何らかの制限事項が出てくるかと思われます。生徒の安全を第一に
考えることと計画の推進とを並行して行っていきたいと思います。今後も保護者の皆様にはご理解とご協力
賜れればと思っております。よろしくお願いいたします。

２ 各学年委員会より 学年委員会・保護者会・親睦会報告・企画事業の進捗状況など

第６学年：クラス T シャツ集金、卒業を祝う会、クラス費の使途について
クラス T シャツ集金は無事に終了いたしました。商品到着後に支払いをいたします。
卒業を祝う会は過去 3 年ほどコロナの影響で開催されていなかった状況ですが、これまでの相談内容を参

考に検討を始めたところです。
クラス費については、今年度も飲食を伴う茶話会が開催できないと思われます。そのため、昨年と同様に

卒業記念品の費用に追加したいと思いますが、よろしいでしょうか。
→（粟津会長）本部でも検討をさせていただき、その内容で考えていただいて構いません。

第５学年：後期保護者向け研修会の企画について
５学年では、例年後期保護者向けの研修会を企画していましたが、バスツアーという形での開催が今年も

難しいということで、講演会実施等の企画案を前年度から引継いでおりました。ただ、オンラインでの講演
会ということになると、保護者の親睦という目的が達せられないところがあり、果たしてそのような内容の
ものでも開催するべきなのかどうか、明確な基準がない状態で悩んでいます。
→（粟津会長）保護者の親睦を深めるということは、目的の大切なポイントだと思います。早めに本部に
打診していただければ、本部から学校側と相談して場所を確保することも出来ます。人数や使用出来る
場所に限りはありますが、集まって開催することは不可ではないので前向きに検討していただいて構い
ません。

→（5 学年委員）PTA 本部からこのような内容でという方向性を示してもらうことは出来るのでしょうか。
→（粟津会長）本部から活動内容を具体的に指定することはありません。学年委員の皆さんで主体的にす
すめていただきたいと考えています。また、「こういうことがやりたいけれどどうか？」といった提案
をお待ちしています。

→（5 学年委員）講演会については予算や日付の関係で、実施が難しい可能性があり、昨年度同様に生徒
や保護者に還元する形でも構わないでしょうか。

→（粟津会長）様々な事情で企画自体が難しいことは想定されます。何かを「やる」ことが目的ではない
ので、皆さんでご検討いただいた結果で構わないと思っています。

→（高田副会長）前回の運営委員会資料に、PTA 本部からの活動のアイデアが掲載されていますので、参
考になさってください。
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第４学年：クラス T シャツ集金、ミタカックス代替案について
クラス T シャツ集金は滞りなく終了いたしました。例年４学年企画のミタカックスは今年度も開催出来な

いため、代替案を検討中です。学校行事へのお手伝い等積極的に参加するという形も良いのではないかと考
えています。

第３学年：クラス T シャツ集金、修了記念品選定、文化事業企画について
クラス T シャツ集金は滞りなく終了いたしました。現在は前期課程修了における記念品の選定を行ってお

ります。生徒向けの品物の選定を終え業者との相談をすすめているところです。
３学年は文化事業の企画を例年行っておりましたが、昨年度はオンラインでの企画も中止になってしまっ

た経緯があり、内容や形式についてまだ模索中です。今後、クラス費の使用案とスポンサードウォークのサ
ポートについても相談を開始していきます。

第２学年：クラス T シャツ集金、保護者向け研修会企画について
クラス T シャツ集金は、ZOOM で学年委員会を開催し打合せも十分に出来たので、滞りなく終了してい

ます。クラス費は昨年クラス T シャツの絵柄を使用したクリアファイルが好評だったため、そちらの方向で
検討しています。
保護者研修会は、対面ではなくオンラインで開催出来るものがないか、相談を進めてまいります。

第１学年：クラス T シャツ集金、給食試食会代替案の企画について
クラス T シャツ集金は皆さまのご協力のおかげで、無事に終了いたしました。ありがとうございました。

例年学年委員の企画として給食試食会を行っていましたが、今年度も中止が決定したため、代替案として医
師による講演会を考えています。「早寝早起き朝ごはん」というタイトルでゲーム障害と生活リズムについ
ての内容で行っていただく予定で、詳細を検討しています。

‐クラス費の使用についての補足‐ ・・・会計 相楽
以前は、保護者会後に保護者の親睦を深めるための茶話会を開いており、お菓子代として費用を計上して

いました。今年度も茶話会は中止となるため、各学年で代替案を検討していただきたいと思います。昨年度
はクリアファイル等のグッズの作成や、修了記念品等への費用上乗せが中心でした。クラスＴシャツ代金へ
の補填は今年度は無しとなりますので、それ以外の方法でご検討ください。内容がまとまりましたら、担当
役員へ相談の上、運営委員会にてご報告をお願いいたします。

3 広報委員会より
年２回発行の鷹校 130 号は各所の校閲が済み、7 月 20 日発行の予定となっております。写真や記事をご

提供いただきありがとうございました。

4 役員選考委員会より
今年度の本部候補役員選考に向けて、大まかなスケジュールを決定し、募集回答方法、推薦についての相

談を進めています。

5 役員会より

1 合唱祭ボランティア参加報告・・・副会長高田
当日は急なご案内にも関わらず、運営委員会メンバーを中心に４３名の保護者にご協力頂きありが

とうございました。６月 25 日にＰＴＡ役員会で、振り返りを行い、課題としてあがりました３点に
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ついてご報告します。
（1）合唱中の客席の出入りはＮＧということで、クラス間の短い入れ替え時間、出入りする保護者
のためにドアを解放するべきか否か対応に手間取った。
（2）生徒と保護者で動線を分けたため、保護者は２階のトイレしか使えず、休憩時間に非常に混雑
した。
（3）午前中にお手伝いで、午後は観覧されたボランティアの方たちがそのまま観覧席やロビーにい
たことから、会場外で並んでいた他の保護者から疑問の声が上がった。観覧席を確保した後は、一旦
会場外で待機していただくよう次回以降の PTA の注意事項として引継ぐ予定。
（その他の感想）
・生徒の食事時間が非常に短い事が気になった。
・平成の間での食事では、生徒同様、保護者も黙食のルール守るよう心がける。
・今回は急なボランティア募集となったので来年度以降は、活動を想定して発信する。
・平成の間以外にも控室が必要となる可能性も踏まえ、PTA 予算として検討していく。

2 合唱祭 DVD について・・・副会長阪井
合唱祭当日の撮影をしました。肖像権の合意についてはメールメイトで確認中です。

昨年度は文化祭と体育祭の DVD 頒布のみで、合唱祭としては久々の取り組みとなったため、頒布
に関連する価格や補助金について、改めて本部で十分に検討いたしました。DVD１枚の販売価格は
￥1,320 に加え送料の￥350 が掛かります。支払い方法を銀行振込からオンライン決済に変更する
予定で、その手数料（金額の 5％程度）についても加算されますが、昨年個人負担だった振込手数
料より安価になる予定です。1 枚単価が高くはないため、PTA 費からの補助はなく全て購入者負
担とさせていただきます。また、業者も少ないながら利益が出ていると試算できたため、費用補填
も行いません。

従来、DVD 作成時の販売・集金案内・振込確認を 6 学年委員が行っていましたが、昨年度よ
り全て業者対応となり、作業は不要となっています。合わせて PTA 予算で合唱祭 DVD を卒業
記念品としてきましたが、卒業記念品の検討と DVD 頒布の取り組みは分離することとし、合唱
祭 DVD を卒業記念品とする予算は、他の卒業記念品の予算に振替ることとします。従って卒業
記念品には今回作成する合唱祭 DVD は含まれないのでご承知おきください。

3 クラス T シャツについて・・・副会長細原
今日は朝早くから集金にご協力いただきありがとうございました。集金については保護者集金以

外の方法も模索して鈴木副校長先生とも相談を進めてまいりましたが、今年度は従来通りの方法で
の集金となりました。後期生は早速 7/19 の体育祭で着用します。前期生の振込は発注後となり、
学年委員の方には、集金全額を一時的にお手元で保管して頂くことになりますが、最後までよろし
くお願いいたします。子供を見ておりますと、学校行事以外の日常生活でもクラス T シャツを愛用
している様子がありますので楽しんでいただければと思います。本部では PTA 費からの補助や一
時立替分の精算方法等を検討し、各学年委員へご対応をお願いしてまいりましたが、キャッシュレ
スや生徒による振込などの改善案は、次年度以降に引継ぎ、改善できる部分は改善していきたいと
思います。
→（6 学年委員）学校から連絡があった金額が、見積もり段階の金額だったため、集金額につい

て発信後に変更せざるを得なくなるなど混乱がありました。毎年のことなので来年以降は、制作に
ついてもっと早くから動き出すなど、期日までにきちんと確定しているような準備をお願いしたい
です。
→（弓谷副会長）学校側もきちんと間に合うように 6 月 30 日期日で徹底していたと聞いていま

すが、結果的にクラスによっては業者とのやりとり等に手間取り、そうした事態となったと伺って
います。振込まで含めてすべて終えてから様々な課題を整理し、今後のために学校側とも相談した
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いと考えています。
4 体育祭への飲料の提供について・・・会長 粟津

例年ジャグでお茶を用意していましたが、今年はペットボトルを一括購入し業者に直接納品して
もらう方法で検討中です。

5 都立中高一貫校 PTA 連合会長・いっかんズ報告・・・副会長弓谷/会長 粟津
（弓谷副会長）
今年度第１回が武蔵高等学校附属中学校で開催されました。都立中高一貫校１１校の PTA 会長

と副会長の計２名ずつの参加で、第１部の全体会、第２部のグループディスカッションとも、各校
の実状を率直に語り合う貴重な機会でした。各校、それぞれに課題を抱えながらも前向きに取り組
まれている話に、鷹校 PTA の恵まれた状況を実感するとともに、PTA の活力とは突き詰めたと
ころ、お一人お一人のボランティアの気持ちの強さに依るところが大きいなと改めて感じ、だから
こそ、関わってくださる方々のお気持ちを大切にしながら務めていきたいと思いました。
（粟津会長）
いっかんズは各校持ち回りでホスト校を務めており、秋の第２回は富士高校附属中学校で開催予定
です。本校は再来年の第１回のホスト校となる予定です。

6 会計より・・・会計 相楽
前回運営委員会後、前渡金をお渡ししていますが、その使用方法についてご相談がありましたので、

ご報告します。

‐自宅コピーについて‐

各家庭で印刷を行った場合は、1 枚当たり白黒 10 円、カラー 30 円で各委員会の会議費より精
算をしてください。よろしくお願いいたします。

５ PTA サークル活動報告

① コーラス 「こーる・あんだんて」

三鷹市連雀コミュニティセンターで月 1 回の練習を再開しています。ご興味のある方は是非お問
い合わせください。

② 三鷹散策の会

活動再開には至っていませんが、感染状況を鑑みながら再開計画を検討中です。

６ その他

第 3 回運営委員会は 9 月 3 日（土）１０時～ 南棟３階大会議室です。
今回は１時間を少し超えましたが、今後は、開催時間１時間を目処とし、充実した会議としてま

いりたいと思いますので、ご協力のほどお願いいたします。
以上


