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＜挨拶＞
粟津会長
今日は 2022 年最後の運営委員会です。そして、残すところあと 1 回の開催となりました。早いも

ので、R4 年度も終盤に差し掛かっています。そんな中で、本日予定されている 5 学年の後期生への活
動や、来週末に予定されている 2 学年の研修会など、各委員会の皆さまには可能な範囲で活動いただき、
誠にありがとうございます。令和 4 年度 PTA 本部役員としては、来年度に向け良いバトンを渡せるよ
う、年明けから我々の出来る範囲で引継ぎに向けた準備をしていきたいと考えています。先ほども校長
先生と幅広く意見交換をさせていただきました。ＰＴＡにとっても教職員の皆さんにとっても、子ども
たちの教育の質や生活の質の向上は共通の理念のひとつと考えます。その目的に沿った PTA 活動を今
後も検討していきたいと思っています。本日も含め残された今年度 3 月まで、引き続き活発な議論と活
動が実施できるよう、皆さまにお力添えをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

藤野校長先生
12 月に入り寒さが厳しくなってまいりました。そんな中、朝は 7 時半ころから登校し勉強に励んで

いる生徒、黒板を綺麗に拭いてくれている生徒と様々な生徒がいます。このようにして学校は成り立っ
ているのだなと感じる今日この頃です。さて、コロナの第 8 波と言われ、都の感染者数も微増とはいえ、
1000 人規模で増えているところが気になります。本校でも所謂家庭感染や濃厚接触で学校をお休みし
ているお子さんもいます。オンライン学習も出来る限り行っていますが、全てそれで賄えるわけではな
く、ご理解いただきながら進めているところです。マスコミでは黙食はもういらないのではないかとい
うような報道もされていますが、文部科学省等からの発信文書をしっかり読み込むと、屋外では 2ｍ以
上離れていればマスクを外して良いというように書かれていて、校舎が２倍くらいあれば実現するのか
なというような内容です。皆さまご承知の通り、前期生の給食も教室で食べてもらっていますし、自分
の机に前向きに座りしっかり黙食を守っています。そのため、そのような場面での感染は３年間１回も
起きませんでした。本来はなかなか出来ないことだと思いますが、各ご家庭が一定のご指導をされてい
るから出来ることだと思っています。先日研修旅行に引率をしましたが、行く先々で「“本当の黙食”を
初めて見ました」と驚かれました。黙食と言っても名ばかりの状態が多い中で、三鷹の生徒たちはしっ
かりやっていた。普段から出来ているからそういうところでも出来るのです。本校では、前述したよう
な環境は整っていませんから、やはり黙食は継続していきます。食べる時は黙って食べて、食べ終わっ
てから「美味しかったね」というようにしようと考えていますので、ご理解ください。どちらが正しい
ということではないですが、より安全をとりたいと考えております。近いうちに保護者の皆さまにもお
知らせする予定で準備しております。
もう一点は、東京都とＵＡＥの都市アブダビとの提携 50 周年の行事があり、その一端を本校でも担

っています。８月にはその前段でアブダビの生徒が来日し都庁で交流会を行いました。５年生が本校の
教育成果をしっかり発揮し、良い交流会を行うことができました。その成果もあり、来週は東京体験ス
クールという行事を本校で行い、アブダビの生徒たちを 1 週間迎え入れることとなりました。様々な宗
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教的・文化的な制約があり、それに配慮した形で行えるよう準備を進めています。コロナの感染対策の
ため、全校生徒で迎え入れるという形は取れず、ご不便やご迷惑をおかけする事もあるかと思いますが、
ご理解の上でご協力いただければと思います。その他インフルエンザの流行も懸念されますので、ご家
庭でも、うがい手洗い外出時のマスクの着用等の感染予防をお願いいたします。

＜議事＞
１．学事報告・・・副校長鈴木
学事報告は資料に記載の通りです。コロナ禍が続く中でも生徒たちが大きな成果を上げてくれていま

す。今後も学校行事をより良く進めていくために、ご理解とご協力をいただければと思います。よろし
くお願いいたします。
（副会長高田）5 年生の保護者会は元々2 月でしたが 1 月に変更ということでしょうか。また、スポ

ンサードウォークにはＰＴＡの活動が関わってきますが、日程はまだ決定していないのでしょうか。3
年生の終了証書授与式と 6 年生の卒業式のスケジュールについても広報の撮影予定がありますので、決
まり次第共有していただけると助かります。
（副校長鈴木）スポンサードウォークは現在計画中のため決まり次第お知らせします。5 学年の保護

者会については、4 月当初の予定から変更になり、1 月 21 日に実施の予定です。
（藤野校長）卒業式は 3 月 9 日、修了証書授与式は 3 月 24 日の予定です。

２．各委員会、サークルより
第６学年
卒業式に向けて記念品等の発注がほぼ終わっている状態です。後は当日に向けてスケジュール決めを

徐々に進めていきたいと思います。また、合唱祭 DVD について、以前は 6 年生に記念品としてお渡し
していたことを記憶されている方がいて、問い合わせを受けました。今年は記念品ではなく他学年同様
に希望者は購入となるため、本部よりお知らせいただくようお願いしました。今後もそのようなことが
あるかもしれませんのでご配慮お願いします。
記念品に印刷する校章の件でご提案です。今回記念品等に印刷するために、画像データではなく版下

をいただきたかったのですが、どちらで管理されているのか不明でした。今後も記念品の作成には毎年
使用する事になるので、現状どのように管理されているのかお知らせいただいた方が良いと思います。
またＰＴＡが使用するにあたって本部で管理する等の検討は可能でしょうか。今回は勝手ではあります
が、画像データからパスを起こして使用しました。
（藤野校長）
中等教育学校になった際、若干のデザイン変更を行いましたが、どのような経緯で作成されたか、デ

ータの管理についても、学校側として不明瞭な部分もあります。せっかくの機会ですので、アドバイス
いただければと思います。
第 5 学年
本年も保護者の交流の機会を目的とした研修会の機会がコロナ禍で難しいということで、生徒への還

元として三鷹のロゴを使用したシャープペンの配布を企画しました。本日本部役員の皆さまにご協力い
ただき配布予定です。
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第 4 学年
クラス費の使い道について引き続き検討してまいりましたが、後期生はシャープペンの配布もあるこ

とから無理に使う必要はないという方向性となりました。使用しなかった場合は持ち越しとなるのか返
金となるのかお伺いしたいです。
（会長粟津）PTA は単年度予算であるため、クラス費の予算が持ち越しとなることはなく使用しなか

った予算については今年度全体予算の中でどのように扱うか、本部にて検討します。過去に６年生につ
いては卒業後の還元の余地がないということで、クオカードで返金した例がありました。
（会計若林）使用しなかったクラス費の各家庭への返金予定はありません。2 学年の例もありますの

で、まだこれから使用を検討していただいても構いません。随時ご相談は受け付けております。
第 3 学年
修了記念品について 3 点ご報告します。
１点目のお花は田中園芸へ注文が完了しています。２点目の紅白饅頭についても、青木屋に１０月に

注文が完了しています。印章は納品済みで今後学年委員で検品作業を行う予定です。
第 2 学年
前期保護者向け研修会として 12 月 17 日（土）9 時半～10 時 20 分「子育てが楽しくなる脳の取

扱説明書から学ぶタイプ別コーチング法」というテーマでオンライン研修を行う予定です。後日視聴も
あるためか、参加者の申込があまり多くないため、締め切りを延長し、後期課程の保護者様も含めて参
加を受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。
クラス費の使用については、クラス T シャツをデザインしたクリアファイルの作成を行いました。来

年の 1 月の保護者会にて保護者の皆さまに説明の上、先生から生徒の皆さんへ配布を予定しています。
（会長粟津）
配布方法は先生方との相談次第とは思いますが、PTA の活動であるため可能であれば保護者の方から

お渡しいただく方法を検討していただけますでしょうか。先生方を通じてよりも、保護者のみなさんか
ら直接生徒に渡した方が、経緯や想いが生徒の皆さんに伝わるかと思います。日程が変わってしまうか
もしれませんが、運営委員会の日であれば本部役員もお手伝いすることができます。ご検討をお願いし
ます。
第 1 学年
10 月に講演会を開催しました。先生方にもご協力いただき、50 名程度の保護者の皆さまと担任の先

生方にも聞いていただくことが出来ました。当日の保護者会で校長先生に触れていただけたこともあり、
アンケートの結果は非常に良い反応をいただくことが出来ました。またアンケートには講演会以外でも
今後のＰＴＡ活動について等のご意見をいただきましたので、来年度に向けて参考にしていきたいと考
えています。クラス費は使用しない方向で検討しています。
広報委員会
広報では鷹校の発行に向けて準備をしております。記念品や講演会の写真の提供をお願いいたします。
役選委員会
本日 13 時より役員選考会を行います。準備に際しては本部役員の皆さまや副校長先生にも文面の確

認など多くのご協力をいただきありがとうございました。選考会では皆さまにご納得いただけるように
進めていきたいと思っています。
サークル「こーるあんだんて」
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現在月 1 回、感染対策をしながら活動しています。12 月 4 日に今年最後となる練習を行いました。
練習場所としてお借りしているコミセンで他の合唱グループと合同でミニコンサートを予定しており、
練習に励んでおります。
サークル「三鷹散策の会」
コロナ感染がそろそろ落ち着くと思いきやまた感染拡大のため、先が見えない状況が続いている状況

から、活動再開についてはもうしばらく様子を見ています。
３．本部役員会より

DVD（合唱祭、鷹校祭）制作報告（副会長阪井）
合唱祭 DVD の補足です。6 学年保護者向けに記念品としての配布がないことのご連絡が漏れており

ましたが、追加のメール配信の際に今年度は記念品の用意と DVD 作成は切り離した活動としたことの
説明を付け加えております。
合唱祭 DVD は保護者の皆さまに既に頒布のご案内が終了していて、本日締め切りです。文化祭体育

祭については現在編集作業中ですが、枚数が多くなるためどのような形態で頒布するかの検討も進めて
います。記念になりますので、是非購入をご検討ください。

制服リサイクル、譲渡会について（副会長細原)
制服リサイクルは 10 月に回収を行い、多くのご協力をいただきました。ありがとうございました。譲
渡会は次の保護者会に合わせて開催する予定としています。また６年生へ卒業後の制服の提供を呼びか
けたいと思い準備を進めています。協力のお願いにあたっての送料や返礼品の検討を進めているところ
ですが、本年度中には結論が出ないと思われますので、一先ずご協力の呼びかけを行います。引き続き
回収や譲渡のご協力をお願いいたします。

懇話会のご報告（会長粟津）
今年度の新しい試みとして、学年委員の皆さんや役員選考に立候補いただいた方を中心に広くお声を掛
けさせていただき、本部役員との懇話会を 11 月 5 日に開催しました。PTA はどんな事をしているの
か？こんなことをしたら良いのではないか？等の自由な意見交換、情報交換を行いました。
そこで取り上げたテーマとしては、ＰＴＡの文化事業等の予算の組み方について、コロナ禍前は学年

ごとに活動が決まっておりマニュアルに沿って行えば良い状態でした。しかし、昨年度も今年度もコロ
ナ前と同様の予算が組まれていて、皆さまがその予算執行に苦慮されている原因となっていたと思いま
すし、この事態の改善について切実なご意見をいただきました。来年度・令和 5 年度に執行する活動の
予算は、できれば令和 5 年度役員の皆さんが組んでスタートするべきですが、実際は、来年 5 月総会
で予算案と役員の承認が行われます。そのような時間軸から、本年度・令和 4 年度の役員が令和 5 年
度の予算の骨組みを組む事になります。このようなスケジュールのなか、11 月・ 12 月の時点で来年
度の活動についてディスカッションが出来たことは大変意義があったと思います。
懇話会の後、本部役員会では早速来年度の活動・予算のあり方や制服リサイクル、情報の共有ツール発
信ツールの整理等の具体的な議論を行っています。学校側と共通の理解で進めなくてはならない部分も
ありますし、来年度までにどこまで出来るかわかりませんが、できることから進めていきたいと考えて
います。

会計監査より
10 月 8 日に 2022 年度前半期の会計処理、4 月から 9 月分の会計処理について会計監査を実施しま
した。結果適正であることをご報告いたします。

会計より、前渡金の精算について
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次回運営委員会にて各種前渡金の精算を行います。会計の皆さんには出来るだけご出席をお願いします。
3 年生と 6 年生は記念品と行事の関連で 2 月には精算が難しいと思われますので、個別に日程を調整
し精算対応を行う予定です。
広報委員会も年度末まで引き続き活動が続きますので、2 月の運営委員会にて可能な分は精算を行い、
その後精算が必要な方は個別で対応いたします。
次回運営委員会の議題（各委員会の年間活動報告）
次回各委員会の年間活動報告をお願いいたします。本部からは、現在検討している予算の方向性や委

員会の在り方等についての具体的な提案を行い、運営委員会にてご了解いただいた上で総会の議案とし
ていきたいと考えております。改めて皆さまにアンケートのような形でご意見をいただくこともあるか
もしれませんので、よろしくお願いいたします。
ＩＴツールについて
現在、電子メール、メールメイト、Google、サークルスクエアといろいろなツールを情報共有や発信

のツールとして使用しています。恐らく出来るだけ安価で便利なものをという経緯から様々なものが混
在してしまっている状況です。これは、混乱を招くということだけではなく、様々なところに個人情報
を登録することになるため、情報漏洩等のセキュリティ上のリスクを鑑みると、やはり限定されたツー
ルに集約させていくべきではないかと考え議論を進めています。その一つとして、ＰＴＡでは独自に
ＨＰを運営し対外的に情報を発信していく役割を担っていましたが、学校のＨＰがリニューアルし内容
も充実してきており、十分に情報の発信が為されている現状では、ＰＴＡのＨＰは役割を終えたのでは
ないかと考えております。また、違った形やツールでの情報発信を検討していきますので、よろしく
お願いいたします。

４．その他
（会計若林）部活動等で活躍された生徒に向け、PTA ではお祝い金をご用意させていただいておりま

す。もし関東大会や全国大会、文科系でもそれに準ずるような大会での記録が出ているようでしたらお
知らせいただきたいと思います。

第 6 回運営委員会は 2 月 18 日（土）１０：００～１１：００南棟３階大会議室です。

以上


