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＜挨拶＞ 

粟津会長 

おはようございます。9 月度の運営委員会にご参加くださりありがとうございます。 

前回の 7 月の第 2 回の運営委員会から、継続的にクラス T シャツの作成について、各学年の皆様、本部の

担当者も含めていろいろと対応いただいており、どうもありがとうございます。また合唱祭のボランティア

にも、直前のお願いにもかかわらず多くの皆さんにお手伝いいただきました。ありがとうございました。今

後も、引き続き、生徒の笑顔のために PTA として、保護者としてできることに対応していきたいと思いま

す。 

早速ではございますが、２学期に入りましてお願い・ご相談がございます。直近で文化祭・体育祭へのお

手伝いを学校から伺っています。久しぶりに開催される二つの行事について、教職員の方々は夏休み返上で

ご準備されているようです。そんな中、限定的ではありますが、保護者の来校が許される状況のようで、

PTA では保護者向けの受付等のサポートを行いたいと思います。急遽、本部の方でもどのような形で安全安

心な運営をサポートできるかということを検討し、後程その骨子を PTA の皆様にご説明します。いろいろご

意見ちょうだいし、ご了解をいただいてきたいと考えております。 

その他の項目も盛りだくさんで、限られた時間の中で中身の濃い議論が進めばよいなと考えております。

今日もどうぞよろしくお願いいたします。 

藤野校長先生 

おはようございます。2 学期が始まりましたが、いつになったらコロナが収まってくるのか、本当にやきも

きしています。東京都の数字だけを見ると、陽性者の数が前週比で見るとどんどん減ってきていて、第 7 波

と言われているようなこの期間では、少し下降線が定着してきたかなと感じています。このまま収束に向か

えば本当にいいなと思っていますが、今までの例を見ると、なかなかそうもいかず行ったり来たりがずっと

続いていて保護者の皆様にもいろいろご心配をおかけしています。 

学校活動の方ですが、8 月 29 日に始業式を行いましたが、全校生徒が一堂に会することができ、平穏に２

学期をスタートすることができました。これはやはり夏休み中の生活に対して、保護者の皆さんがきちんと

良い生活習慣を乱さず過ごすことをご支援ご指導いただいたことの成果ではないかと思っています。 

夏休み中も様々に文化祭の準備や部活動もやりながら、4 年生は勉強合宿などをやったりもして過ごしてき

ましたが、今振り返ると非常に暑い夏休みでして、終盤は少し涼しい日が何日かあったりと普通に過ごして

いても体調を崩しやすいような期間だったと思います。そのような中で全員が来られたことを本当に心から

感謝しております。 

さて、先ほども触れられましたが、9 月 10・11 日に文化祭を行います。今回は一般の方々の入場は禁止し

ているままなのですが、保護者の方々については一定の制限はありますが、ぜひ子供たちの成果を見に来て

いただくことにしています。 

詳しいルールなど詳細についてクラッシーなどを通じてお伝えしますが、保護者の方に見てもらえるとい

うのは、子供たちのモチベーションアップにも繋がっていますし準備も着々と進めてくれています。 

 

今日お越しいただいたときに生徒通用口のところにパイプが組み込まれていたと思いますが、アーチ作成

は都立田無工業高校の建築科の生徒さんたちが全面的に協力くださり専門的な道具を持ってきて本校のアー

チ建設委員会と一緒に作っています。 

 

第３回 運営委員会だより                    都立三鷹中等教育学校 

ＰＴＡ会長 粟津 真一 
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今日の午後も田無工業高校の生徒さ

んたちが本校に来てくれて、お手伝い

いただいています。こうして他校の生

徒も協力してくださったりしながら、

この文化祭をなんとか成功させようと

思っていますので、保護者の皆様、特

に PTA の役員の方々には、文化祭担当

の方からこの後にご挨拶する予定で

す。 

大変なときばかり手伝ってくれみたい

なことで申し訳ないとは思っています

が、コロナの安全対策のために通常の

ときよりも遥かに人手が必要で、ぜひ

ご協力いただけるとありがたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

さらに、体育祭は 9 月 15 日に予定していますが、こちらの方は会場の広さなども踏まえて、6 年生の保護

者の方に限定した形にさせていただきます。 

1 年生から 5 年生の保護者の方々には直接ご覧いただけない部分を、撮影班みたいなものを取り入れたいと

考えているところです。昨年は PTA の方々がプロの撮影隊をご準備いただいて撮影したものですから、画

像、映像や角度など素晴らしいものがあったと思うのですが、今年は生徒や本校の素人である教員が一生懸

命頑張ろうと思っていますので、映像があまり良くないとかいうことにはご容赦いただきながら、状況をお

伝えしたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

そのようにして少しずつ 3 年前、3 年ぶりとか言いながら元の形に戻したり、さらには新しい生活習慣や様

式を取り入れながらこれからの文化祭や体育祭を準備していきますので、見守っていただきご協力いただけ

ればと思います。 

その他も、学年によっては宿泊行事など様々あり、例えば海外修学旅行についてもいろいろ策を講じてい

ますが、今のところ、春に行う海外ボランティア研修ぐらいの規模でしか可能性がないというところです。

この夏休み中に他の中高一貫校が東京のテストパターンみたいな形で海外に出向きました。課題がたくさん

あって、やはり現地で感染してしまったり発症してしまったりと、適切に対応してはいますがなかなか大変

だったと聞いています。そういった取り組みを活かして、今度の 3 月には海外ボランティア研修の行き先を

ニュージーランドにして実施することが今のところ決定しています。コロナの状況でまた変化があるという

ことはもちろんあるのですが、そのように進めています。ただ 160 人規模で行く海外修学旅行はまだ対応が

しきれないというところがあって、今年度の 5 年生は国内に変えて実施ということでもう準備を進めていま

す。これは本当に私も残念なのですが、国際情勢なども踏まえた上でやむをえずご理解いただければと思っ

ています。 

もちろん内容については生徒と教員と一生懸命いろんなことを試行錯誤しながら準備を進めています。た

だ国内に変えただけではなくて、実のある旅行にしたいのでよろしくお願いします。 

そのように 2 学期が進んでまいりますが、コロナにも気をつけながらも、生徒の教育活動を様々なところ

で、できる限りのことをやろうと思っています。学校の中だけで全て完結するのではなく、例えば一つ例を

挙げると、東京大学の先端研の協力を得て、様々な大学の教授と探究活動を行うなどの活動も徐々に広げて

います。 

また、理数研究校という東京都の指定も受けていますので、そちらの方でも興味関心のある生徒たちがい

ろんなコンテストにチャレンジしたりしています。そういった学校と外部機関を連携して行うことも積極的

に取り組もうと思っていますので、クラス掲示やクラッシーの掲示で生徒の募集なども行っていますので、

是非ご利用いただいて、より多くの体験活動をしてもらえればと思っています。 

2 学期に入りこれから少しずつ、過ごしやすい日が増えてきて、子供たちの活動も活発になっていくところ

です。どうぞご協力、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

永田先生 

生活指導部で文化祭を担当しています永田と申します。国語を担当しています。よろしくお願いします。 

1 学期から何とか保護者の方を文化祭にお呼びすることができないかと、検討を重ねて準備を進めてまいりま

した。 
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制限はありますが活動の様子を見ていただくことができて本当に嬉しく思っています。そこで校内で生徒

が安全に文化祭を楽しむために教職員だけでは手が足りない場面がいくつかありまして、保護者の方のお手

伝いをいただけるという話をお聞きしまして、本当に嬉しく思っています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜議事＞ 

１．学事報告・・・副校長 鈴木 

1 学期の最後は後期生の球技大会が行われました。今まで学校行事があまりできなかった状況を払拭する勢

いでスポーツで発散したと言ったところでしょうか。終業式を迎え 4 年生は勉強合宿に、1、2、3、5 年生は

夏季講習にということで、夏休み始まってもすぐにまた勉強活動はずっと続いていたような状況です。 

7 月 26 日には理数研究校のプロジェクトの一環で、日本電子株式会社の協力を得まして、「電子顕微鏡が

解き明かすミクロな世界」というタイトルで、電子顕微鏡の仕組みや、生命の連続性に関する講演会、また

実際に電子顕微鏡を使って身近なものを見る体験的な観察会を行いました。 

夏休みには、各部が様々な大会で頑張りました。個人ではバトミントン部が都でベスト 8 など、団体では

鉄道研究部が第 14 回全国高等学校鉄道模型コンテストで、ベストクリエイティブ賞をいただきました。 

8 月 27 日は英語の検定 GTEC を行い、早速 29 日は終業式を迎え、あっという間の夏休みでした。この後

は、文化祭・体育祭など大きな行事が控えています。PTA の皆様のご協力いただけるということで大変感謝

申し上げます。 

その他にも行事がいろいろ予定されておりますが、海外ボランティア研修について少しお話いたします。 

これまでコロナの状況を踏まえて、修学旅行でも何もかも国内に変更していた状況でございましたが、こ

の海外ボランティア研修（予定では 3 月 25 日から 4 月 3 日まで 10 日間）、ニュージーランドに滞在して海

外のボランティア活動、ホームステイ、学校との交流活動などを含めた語学研修を行っていくようなプログ

ラムになっております。希望者のみの行事で、対象は３、４年生を対象に考えています。10 月末までに説明

会を開催いたしますのでご参加いただければと思っております。 

今後も生徒の安全を第一に考えた質の高い教育活動を推進してまいりますので、今後も保護者の皆様には

ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

２ 各学年委員会より   学年委員会・保護者会・企画事業の進捗状況など 

第６学年 

クラス T シャツについてはいろいろ問題がありましたが、無事最終の支払いが 8 月 26 日に終わりました。

今後は卒業祝い会等に向けて準備を進めていきます。 

 

第５学年 

クラス T シャツについて、B 組と D 組が同じ業者で発注しともにデザインミスがあったため業者を変えて

再発注しました。B 組は無事納品され、D 組はまだですが、それ以外は振り込み完了しました。 

また、５年生の企画でコロナ前はバス研修が企画されていましたが、４、５年生の保護者を対象に講演会

や先生へのインタビュー動画などの案を提示しアンケートを実施いたしました。その結果、シャープペンや

ボールペン、消しゴム、ノートもしくはタオルの配布を検討しております。生徒が自身で欲しいものを選べ

るような図書カードというのは NG になるのか確認させてほしいと思います。カードに学校のロゴを印刷した

りメッセージも書けたりするので記念になると考えています。 

→（弓谷さん）金券的なものの扱いという意味で即答しがたいので、本部で後日回答します。 

 

第４学年 

クラス T シャツは全て無事に集金と振込は完了しました。活動案については初めに計画したのが、文化祭

にて障害福祉サービス事業所の手づくり石鹸を委託販売するという計画がありましたが、障害福祉サービス

事業所で今現在作られていないとのことで今回は見送らせていただきました。 

別に学校相談会の案も持ち上がりまして、その旨も学校側と話したのですが、やはり感染症対策の問題が

ありましたので、今回は文化祭の係としてお手伝いをさせていただくこととなりました。 

 

第３学年 



p. 4 

 

クラス T シャツの集金は無事に完了しまして振込みも終了しております。 

文化事業については、結論としては今回見送るという形に決定しました。理由としては、クラスTシャツ、

文化事業、スポンサードウォーク、前期の修業記念品の選定と配布と、卒業式のその日まで仕事があります

ので、年度当初から各担当を振り分けて、全て並行で動かしてきましたが、コロナの影響で人員を欠いてど

うしても滞ってしまい、現段階でやはり無理が生じているのも事実です。今回は文化事業のみ断念をしまし

て、3 年生として一番大きな仕事として記念品の選定

と配布がありますので、そちらの仕事を丁寧にやって

いくという判断をいたしました。 

記念品は前年と同様に印章と紅白饅頭に決定してお

ります。保護者向けの案内をメールメイトで既に始業

式の日に配布しまして、今年度は紙での配布はなく全

てメールメイトでの配信で、現在回答を依頼しており

ます。 

 

第２学年 

クラス T シャツの振込みを完了しております。保護者研修会についてはオンラインで 9 月前半に打ち合わ

せをする予定です。 

 

第１学年 

まずクラス T シャツの集金と振り込みは無事完了しました。クラス費の使い道についてはこの後話し合い

たいと思っています。給食試食会に替わるものとして検討している講演会なのですが、10 月 15 日の 1 年生の

保護者会の後に、基本的には 1 年生の保護者を対象にやらせていただくということで進んでいます。 

来ていただくのは瀬川記念小児神経学クリニックという病院の星野先生という方で「早寝早起き朝ご飯」や

「ゲーム障害」などについてお話しいただく予定です。  

 

3 広報委員会より 

鷹校 130 号が発行されました。来年 3 月に 131 号を発行する予定ですが、今年度は学年のイベントの中止

が多いのですが、記念品などを作られた場合はその写真を本部経由でいただけると広報誌の素材になります。

各学年の代表の方、本部の担当役員の方はよろしくお願いします。 

 

4 役員選考委員会より 

現在、令和 5 年度 PTA 役員の選考会に向けてスケジュール、書類の作成などを行っております。10 月 11

日にQRコードを載せた募集のお便りを生徒を通じてお配りいたします。PTA本部からの思いのこもったメッ

セージもありますので、皆様ぜひご一読いただき、前向きなご検討とご回答のほどお願いいたします。 

今年度は推薦された方が、推薦理由について開示の求めがある場合は、推薦した方のお名前をオープンに

することはありませんが、推薦理由はお伝えしようとは思っております。選考会は 12 月 10 日の予定となっ

ております。 

5 役員会より 

1 クラス T シャツについて ・・・副会長 細原 

今年は一部で業者と連絡が取れない、発注がされてなかったなどいろいろな問題が起こりました。

来年度も生徒に任せたいと思いますが、業者の選定の条件など見直しを図っていくと共に、T シャツ

作成実行を前提に進級時から着手するのがいいかと考えています。 

学年委員の方々からも改めてメールで意見をいただき、本部でも検討をして、来月の運営委員会に

来年以降のクラス T シャツについての PTA としての見直し案をお諮りさせていただきます。 
 

2  合唱祭 DVD について・・・副会長 阪井 

当日の撮影は無事終わっており著作権関係(JASRAC)の登録も終了しました。肖像権の本人同意が

まだ難航しておりまして、残り 1 割ぐらいの方の確認が取れておらず、その確認作業を行っていると

ころです。 

今年度から Peatix というサイトにて DVD を販売する計画で現在調整をしているところです。 
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前回から訂正があり申し訳ないのですが、販売価格が元々の価格に送料 350円とシステム利用料が

5%かかりますとお伝えをしましたが、システム利用料以外にもう少しかかるということで 1 枚あた

り DVD は 220 円、ブルーレイは 230 円がプラスされます。その結果、DVD1 枚の販売価格は 1,890

円、ブルーレイは 2,120 円という価格設定になります。昨年は振込手数料はご自身で負担いただいて

いたものを今回はシステム利用料という形で徴収させていただくと思っていただけたら幸いです。 

肖像権の確認が終了しましたら販売を開始し、お届けは 11 月〜12 月の見込みです。 

 

3 文化祭・体育祭の DVD について・・・副会長 阪井 

昨年度初めて DVD の作成をしたということがあり、今年度はどうするかというご相談です。 

保護者の方ご覧いただけるとは言うものの、一定の制限があったり体育祭については 6 年生のみと

いうことになっていたりということもあるので、昨年同様作成する方向でいきたいと思いますが皆

さんよろしいでしょうか。 

→ 一同異論なし 

では、販売価格は合唱祭と同レベルになると思いますが、撮影、編集、販売等を行っていきま

す。もしご希望、ご意見などがありましたら個別に伺いますのでよろしくお願いいたします。 

 

4 文化祭・体育祭の運営サポートについて・・・会長 粟津・副会長 弓谷 

先ほど校長先生から文化祭、体育祭につきまして制限付きですが保護者の参加できる方向という

事で伺いました。この 2 年間子どもたちの活動の場を保護者として立ち会う機会があまりなかった

のですが、今回いろいろな条件を設定しながらも参加できるよう学校として判断していただいた事

に感謝いたします。教職員の皆さんには生徒のサポート、企画に 100％注力いただいて、参加する

保護者のサポートは PTA の方でできる限りさせていただきたいと思います。 

文化祭のPTAサポート募集についてはラインで本部の各担当から学年代表さん、委員さんに発信さ

せていただき声をかけられる範囲で、ボランティアに応じていただける方に Google Forms でエン

トリーをお願いする予定です。具体的なサポートとしては多くの来場者が見込まれますので、受付

と誘導的な事になります。プログラムや保護者来校についてなど文化祭の詳細のお知らせが学校側

から発信されましたら呼びかけのご案内を開始いたします。 

 

5 制服リサイクルについて・・・副会長 細原 

前回たくさんの方にご来場いただき大変好評だったので、10月にまた募集をして配布を予定して

おります。次回はスラックスを試したい女子生徒さんがいればご案内もしたいと思います。後期生

の制服が少ないので、6 年生の方にもご協力をお願いしたく、卒業後に送っていただいた例もあり

ますが、今年度は卒業前後に提供を促すことも考えております。 

 

6 会計より・・・会計 相楽 

1 学期のおおまかな収支報告として、収入は PTA 会費及び保険料を全学年より受領、支出は前回

報告した他に広報誌鷹校の印刷代とクラス T シャツの補助金があります。9 月の支出予定は合唱祭の

DVD に関する著作権の支払いがあり、体育祭、文化祭は今後の決定案に対応予定です。 

前期の支出の会計監査は 10 月に予定しています。監査に向けて各委員会の会計担当の方は交通費

を 9 月末でいったん締めていただき、委員さんには内訳書の記載と代表への提出をお願いいたしま

す。 

５ PTA サークル活動報告  

① コーラス 「こーる・あんだんて」 

今年度は活動を再開していますが夏休み中は活動を休止しております。 

② 三鷹散策の会 

活動再開のプランを思案中です。 

６ その他 

第 4 回運営委員会は 10 月 8 日（土）10 時〜11 時 南棟３階大会議室です。 

以上 


