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＜挨拶＞ 

粟津会長 

本日も運営委員会にお集まりいただきどうもありがとうございます。ここ数日、一気に季節が進んだよう

に感じますが、ご家族含め体調を崩されていないでしょうか。 

2 学期に入り PTA では合唱祭、文化祭、体育祭の運営手伝いをいたしました。いずれの行事も、教職員の

みなさんのぎりぎりの判断で、限定的ではありますが保護者公開で開催していただきました。ここ数年、学

校での子どもたちの笑顔を、友人と楽しそうに会話する様子を、そして校庭で躍動する姿を直接目にする機

会は皆無でした。そのような保護者の状況を汲んでいただいた教職員の皆さんのご対応に感謝申し上げます。

また、T シャツ集金や行事ボランティアでお力添えいただいた皆様にお礼申し上げます。 

さて、5 月の今年度の活動始動以来、各学年・各委員会にて様々な活動を検討、実施いただいています。い

ずれも十分に検討いただき、その実施に向けて教職員の皆さんと調整をさせていただいています。時には保

護者と教職員の皆さんで意見の相違が表面化することもありますが、今後もお互いの立場を尊重しつつ、建

設的な議論を重ねていきたいと思います。 

また、上述の T シャツ集金など、これまでの各活動を通じて改善が必要な事柄も見えてきました。それぞ

れの実施方法のみならず、そもそも実施するか否かも含め、来年度以降の PTA 活動がよりシンプルかつ効率

的なものになるよう、R4 メンバーとして検討を進めていきます。 

 

＜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。 

9 月に文化祭、体育祭を 3 年ぶりに制限付きではありますが保護者を招いて実施する事ができました。 

実行委員を中心に生徒達が熱心に準備し、いろいろなアイデアや工夫を凝らして取り組んだ生き生きとした

姿をみていただきました。また、当日は保護者ボランティアの皆様にご協力をいただきました事を改めてお

礼申し上げます。 

9 月に入りまして 6 年生は大学入学共通テストの説明会があり、学校行事から受験モードへ切り替えねばな

らない時期を迎えております。他、全学年から希望をつのった箱根への理数研究校巡検を行いました。2 年生

は算額講演会がありました。算額とは算術の問題を神社に奉納するという日本の学問的な伝統文化です。3 年

生は全員を対象に理数研究校講演会として内視鏡の授業を行っております。4 年生、5 年生は在卒懇という在

校生と卒業生の懇談会の後、先輩から話を聞き意識が高まったところで大学模擬講義を行いました。大学模

擬講義では自分の進路の適性を考えるきっかけになったという声を聞いております。5 年生は 9 月末に横浜方

面で校外学習も行い、今月末から修学旅行に行く予定です。もともと台湾への海外修学旅行を予定していま

したがやはりコロナの影響という事で行先を国内に変更して広島、奈良、京都方面の予定です。3 年生も 11

月 9 日から奈良、京都方面への研修旅行を予定しております。 

今後も皆様のご協力を賜りながら、運営していきたいと思いますので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・企画事業の進捗状況など 

第６学年 

卒業に向けて卒業記念品等担当と有志による先生方へのお礼品の担当に分かれ検討しており、卒業記念品

は 10 月中に発注したいと考えております。有志によるお礼品については、有志といえども毎年ほとんどの保

 

第 4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 

開催日： 令和 4 年 10 月 8 日（土）  出席者 30 名 

 

 

 

 

 



p. 2 

 

護者の方から賛同を得ている状況のため、集金する負担の軽減を目的にあらかじめ PTA 予算に組み入れても

らえないかという話が今後の提案としてあがりました。 

 

第５学年 

5 年生の例年の企画としてバス研修がありましたがコロナ禍における代案としてアンケートを実施し後期生

に文具を配付する事になりました。予算内での見積もりで業者に発注し、10 月中旬以降に配付予定です。 

【本部より】 

 5 年生の企画については前回の運営委員会にて図書カードのような金券の配付は可能かという質問をいただ

き、それに対しては検討の必要ありという返答となっていました。結果的にはその返答を金券的な還元は適

当でないという本部の考えと斟酌していただき、文具を決定されたという経過があります。それと並行して、

本部では予算の文化事業費という本来の趣旨と実態が異なることについて、改めて様々な角度から検討しま

した。そして、委員の皆さんが様々検討し保護者向けのアンケートも行って決定した、その経過を踏まえて

妥当だと判断するに至りました。コロナ禍前の従来の予算の立て付けと、現状での実際にできることとでは

ズレが生じてしまっている事で、他学年を含め、学年委員さんにはご苦労をかけております。来年度以降の

予算の在り方や企画の在り方については、本部としてきちんと検討していきたいと考えています。 

 

第４学年 

4 年生については特に学年として企画するという事ではなく、文化祭のお手伝いを始めとした、学校の行事

で PTA に依頼されるサポートなどの活動を、今後も積極的にやっていこうと考えています。クラス費につい

ては使うかどうかも含め検討していく予定です。 

 

第３学年 

 8 月 29 日に 3 学年保護者宛に記念品印章に関するアンケートフォームをメールメイトで送信しました。 

９月 28 日には業者への注文を完了、納期は 12 月９日で、経営企画室での受取りを了承いただいています。

今後は紅白饅頭と先生方への記念品の準備を行ってまいります。 

 

第２学年 

 学年企画として保護者向けオンライン研修を行う予定です。内容については 5つに絞り、保護者間交流のよ

うな要素も入れるかなどを検討中です。日程は土曜日の午前中で遅くとも 12 月中までという事で案がいくつ

か出ています。クラス費については茶話会ができない代案として記念品を考えております。社会的な活動を

されている団体から購入なども検討しましたが食品のみの販売という事でアレルギーなどを懸念し除外しま

した。次に賛成意見の多かったクラス T シャツと同じカラーとデザインに合わせたクリアファイルはどうか

と考えています。 

 

第１学年 

1 年生の企画として 10 月 15 日の土曜日の保護者会の日に、「生活リズムとゲーム障害」というタイトルで

小児神経科医師の星野先生による講演会を 1年生の保護者を対象に実施いたします。保護者会終了後の予定で

したが学校側との調整で全体会の後のクラス懇談会の時間帯で開催するという事になりました。メールメイ

トでの案内済で申込みを受け付け中です。コロナ禍での前例と経験のない中でこうした企画を進めてきまし

たが、様々な方面に影響があり、想像以上の調整の必要がありました。来年度以降に向けて前向きに議論し

ていけたらと考えています。 
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3. 広報委員会より 

鷹校 130号の広報誌を同窓会と都立一貫校に送らせていただきました。131号は、文化祭と体育祭での取材

を中心に今後作っていく予定です。他、イベントが少ないので記念品などを作られた場合はその写真をいた

だけると広報誌にも掲載できますのでご協力をお願いいたします。 

 

4. 役員選考委員会より 

12 月 10 日開催予定の選考会への動きが本格化して参りました。本日 10 月 8 日、保護者の皆様宛の募集に

ついてのメッセージをメールいたします。募集についてのお手紙も 10 月 11 日に配付いたします。配付され

たお手紙からアンケートフォームにアクセスしていただきご回答いただく形式になります。 

 

5. 役員会より 

(1)  クラス T シャツについて ・・・副会長 弓谷 

全学年が振込まで完了いたしましたので集金や振込にご協力いただいた学年委員の皆様にアンケー           

トを実施しご回答をいただきました。具体的にご苦労をおかけしている点、将来的にどういう姿を期待  

されているか等、非常に大事な生の声だと受け止めています。来年度以降の改善点として本部でも検討 

し、学校ともご相談させていただきたいと思います。学年委員の皆様には大変お世話になり、ありがと

うございました。 

 

(2)   合唱祭・文化祭・体育祭の DVD について・・・副会長 阪井 

合唱祭・文化祭・体育祭の DVD の販売は今年度が初めてで従来は合唱祭だけ作成し販売してきました。

昨年度は合唱祭がなく文化祭・体育祭は保護者観覧が制限されていた事から 2 つの DVD を作成し販売し

ました。今年度はその両方を同時に進行している状況です。合唱祭 DVD は前期生分の編集が終了し、後

期生分を編集中です。文化祭は当日及び前日の準備の様子、体育祭は当日を業者の方に撮影していただ

いています。合唱祭は販売を Peatix というネットのチケット販売のサイトを活用した仕組みの準備が完

了しています。合唱祭 DVD の注文受付スタートと、文化祭・体育祭 DVD の編集は同時進行となり、編

集が終わった後、合唱祭の DVD が届けられる予定です。 
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(3)  文化祭・体育祭のボランティア・差し入れについて・・・副会長 弓谷  会長 粟津 

文化祭開催一週間前という直前での募集ながら 70 名の方々がボランティアとして参加してくだいまし

た。ありがとうございました。受付周辺、門やバス停の校外警備、午前午後完全入れ替え制のための校

内からの退校・退館の呼びかけなど、様々なお力添えをいただきました。各家庭 2 名に限ってはいまし

たが、久しぶりの多数の保護者の来校という事で、学校側から予想されるボランティア必要人数の要望

があり、それを受ける形で調整させていただきました。結果的に大きな混乱もなく無事に終わったかと

思っております。ボランティアの方々へのお礼と、終了後すぐに感謝の言葉を伝えに控え室に寄ってく

ださった校長先生のお話をお伝えするためメールを発信し、その際併せて、気づいた点や感想を伺うた

めのアンケートをさせていただきました。そこに書かれたボランティアさんからの喜びや感謝の言葉は

ありがたく拝見しましたし、人数のあり方や募集の方法などについての具体的なご指摘については、来

年以降の改善点として引き継いで参ります。前例のない事を手探りでやっている事も多く、至らない点

もあったかと思いますが、またこのような機会があれば、皆さんのお力をお借りしながら、安心・安全

で有意義な学校行事運営にかかわっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

体育祭は今回 6 年生の保護者様各家庭 1 名だけ観覧可という事で開催されました。PTA からは例年、

ジャグを用意して飲み物を提供していたのですが、コロナ禍に合わせた代わりの熱中症対策の一つとし

てペットボトルの差し入れをお願いしますというご依頼があり、対応させていただきました。昼食のタ

イミングで、600 ミリの麦茶を各クラス生徒分 960 本、昇降口のところへ各クラスずつ用意いたしまし

た。仕分けと配付は 6 年生の保護者様、十数名の方にお手伝いいただきました。初めての事でしたがス

ムーズに進行できたと思います。また、今年度は予算に計上されていなかったため、来年も同じような

対応になるのであれば来年度の予算の引継ぎ事項にしたいと思います。 

 

(4)  制服リサイクルについて・・・副会長 細原 

本日 10 月 8 日に副校長先生のご承認をいただいてメールメイトにて制服ご提供のお願いを発信予定で

す。11 日火曜日から今月末まで回収用の箱を設置してご提供をお願いしたいと思います。譲渡会は年明

けの予定ですが、詳細は未定です。後期生の制服は少なく、卒業後に学校に直接送ってくださった方も

何人かいらっしゃいましたので卒業された後でのご提供を積極的に呼び掛けたいと思っております。ま

た、受取方法など学校側と相談させていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

(5)  会計より・・・会計 相楽 

本日 10 月 8 日前期分についての各支出入の会計監査を行う予定です。内容については次回の運営委員

会で報告したいと思っております。クラス費について質問をいくつかいただいていますが、年度末まで

使用できなかった場合は返納となります。返納した場合、その分を来年度に上乗せして使うという事は

できませんのでご留意ください。 

 

6. PTA サークル活動報告  

(1) コーラス 「こーる・あんだんて」 

  9 月 25 日に 3 か月ぶりの対面での練習を行いました。まずはこの秋はしっかり声を出していこう！ 

ということで、発生から取り組みました。近々ボイトレの先生もお呼びする予定です。月 1 回の練習で

すが、やはり歌うことは楽しく充実しています。 

 

(2) 三鷹散策の会 

with コロナといえどもまだ感染者が出ていますので三鷹散策の会の活動はもう少し見送る予定です。 
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7. その他 

 

第 5 回運営委員会は 12 月 10 日（土）10 時 00 分〜11 時 00 分  南棟３階大会議室です。 

以上 


