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【第２回運営委員会 報告】 

開催日時・場所 ： １０月１５日（土）午後３時００分より ・ 図書室にて 

出 席 者 ： 校長先生、副校長先生、役員、学級委員、広報委員、 

    青少協委員、役員選考委員（学級委員が兼務） 

運営委員構成数：４３名（出席３２名、欠席１１名、委任状１１名） 

 

 

 

１） 会長挨拶 

本日はお忙しい中、運営委員会にご出席くださりありがとうございます。 

２学期は、どの学年も校外行事が久しぶりに行われました。子ども達が久しぶりの行事を喜ぶ姿

や、たった３日間の宿泊行事なのに、前よりも逞しくなって帰ってきた姿を見ると、親としてもとても

嬉しい気持ちになりました。まだまだコロナウイルス感染症の流行が収まらないなか、このように安

全に行事を行うことができたのは、ひとえに校長先生をはじめ、南中の先生方が感染対策のため

に知恵を絞り、動いてくださったからだと思います。保護者を代表して、心よりお礼申し上げます。 

また、今月の終わりには、合唱会があります。協力員として快く申し出てくださった皆様、本当に

ありがとうございます。クラスごとの公開ではありますが、子ども達が全力で合唱会に打ち込めるよ

うに、協力していけたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

さて、運営委員会も第２回となり、今回は３つの議題を皆さんで協議していただきます。どの議題

も、ＰＴＡ活動をより良いものにするための大切な提案です。運営委員の皆さんは、南中保護者の

代表としてこの場に参加していただいています。どうぞ、忌憚のないご意見をいただき、南中学校

のＰＴＡ活動をさらに良いものに、またどなたでも参加できるものになるように、考えていけたらと思

います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

PTA だより №２ 

令和４年１０月２８日 

東久留米市立南中学校ＰＴＡ 

会長 桜井 朋美  
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２） 校長先生挨拶 

午前中の学校公開 道徳授業地区公開講座に続き、午後の運営委員会にもご出席いただき 

ありがとうございます。 

３時間目までは多くの参観者がいたのですが、道徳が終わると皆さんお帰りになられて、意見交

換会はできませんでした。道徳の意見交換会への参加はハードルが高いのでしょうか？来年度に

向けて検討していきます。 

時間がたってしまいましたが、７月７日の５０周年記念式典では、ＰＴＡからもお手伝いいただき 

ありがとうございました。 

２学期も１か月半が過ぎましたが、９月には、２年の移動教室、１年の校外学習、３年の修学旅行

とこれまでコロナの影響を大きく受けていた３つの行事を行うことができました。細かい課題はあり

ますが、全体的には無事に実施することができました。ご家庭での健康管理にも、日常以上に気を

使っていただいたと思います。ありがとうございました。 

中間考査が終わり、２週間後には合唱会です。今年は、体育館には、２学年の生徒と発表クラス

の保護者を入れる予定です。保護者の協力員もお引き受けいただきありがとうございました。生徒

数も増えてきましたので、来年度は外のホールでの開催も考えています。 

１１月には三者面談と学校評価アンケートをお願いします。 

コロナの感染報告も少なくなっていますが０ではありません。油断せずに必要な感染対策を継続

していきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

３） 副校長先生挨拶 

ＰＴＡ本部役員の皆様ならびに各委員会の皆様、本日はお忙しい中、南中学校にお集まりいただ

き、誠にありがとうございます。 

夏休みから始まりました生徒トイレの改修工事ですが、夏休み中に仮設トイレの設置エ事が終わ

り、今は生徒用トイレの新設工事に取り掛かっております。校舎内を見ていただくとお分かりだと思

いますが、ブルーシートが敷かれ、トイレの前には大きな壁が設置されています。できる限り平日は 

大きな音を出しての工事は避けてもらうように工事業者には話をしているのですが、工事の進行状

況によっては大きな音が出てしまうことがあります。生徒たちは日々、不便な状況の中で学校生活

を送っていますが、文句ひとつも言わずに頑張ってくれています。 

３学期には生徒たちの意見を取り入れた、東久留米市一のトイレが出来上がりますので、もう少

しの辛抱をお願いします。 

２週間後には合唱会が行われます。保護者の皆様には１クラスごとの入替の参観となってしまい

大変申し訳ございませんが、練習の成果をご覧いただければと思います。 

本日はよろしくお願いいたします。 
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４） 議題 

第１号議案   

提案内容：資料「PTA連絡メールの管理移行に伴う保護者カードの廃止について（案）」の通り提案 

提案理由：保護者カードは、ＰＴＡ連絡メールの配信希望確認、及び運営委員等免除の管理のため

に使用してきた。しかし、令和４年度からＰＴＡ連絡メールの管理及び配信は、個人情報保護の観

点からＰＴＡ管理から学校管理に移行し、令和５年度には運営及び管理業務のすべてが学校に移

行する。そのため、保護者カードにメール配信希望について記載をする必要なくなった。また、運営

委員等免除の管理についても、保護者カードを活用せず、役員会と役員選考委員会によって名簿

を管理した方が作業がスムーズになるため、保護者カードの必要がなくなった。以上のことから、令

和４年度末をもって保護者カードを廃止する案を提案する。 

 

●メールの管理費はＰＴＡ費から捻出していたが、今後はどうなるか？ 

➡来年からのメールに関しては、現在ソフトを検討中で、金額も未定。学校としては学校微収金

の学年運営費として計上も考えており、いずれも今後検討していく予定。 

 

拍手→承認 

 

第２号議案   

提案内容：資料「３年学級委員の担当分けについて（案）」の通り提案 

提案理由：例年３年学級委員は、卒業対策委員と役員選考委員の２つの活動をしてきたが、２つの

活動が時期的に重なることが多く、実質的に役員選考委員として活動することは少なかった。その

ため、来年度は、役員選考委員は１・２年学級委員だけで組織し、３年学級委員は全員卒業対策委

員として活動する方が良いのではないかと考え、提案する。ただし、本件はＰＴＡ会則に関わる事項

のため、試験的な実施とする。 

 

拍手→承認 

 

第３号議案  保護者向け講演会の開催について 

提案内容：資料「保護者向け講演会の開催について（案）」 の通り提案 

提案理由：南中生が自分を大切にして、人にも優しくなれるように、思春期の子育て中の保護者が

知っておきたい命のことを学び、知識や経験や困難を分かち合う機会を作るため、提案する。 

 

拍手→承認 

 

※今後もこのような講演内容に興味がある方は２－４石関までお声がけください。 
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５） 報告 

①令和４年度会計中間決算報告 

１０月１日に会計監査立ち合いのもと、中間決算を行いました。内容は記載の通りです。 

中間決算報告書についてご不明な点がございましたら、会計担当までご連絡ください。 

 

②令和４年度スクールランチ試食会について 

スクールランチ試食会はコロナウイルス感染拡大防止の為、今年度も中止になりました。 

１０／１３現在、市内すべての小中学校で試食会は行われておりません。 

スクールランチ・給食につきましては市役所 HPにて「給食」と検索すると閲覧できます。 

 

 

③渉外報告 

 ＜南中地区青少協＞ 

６／２５ 第１回理事会出席 

１０／１５ 第２回理事会出席 

 

 ＜愛のひと声運動＞ 

６／１８ 前担当より引き継ぎ 

７／ ７ 第１回 愛のひと声集会（５小） 

標語提出後優秀作品６点決めの話し合い 

夏のパトロール強化についての話し合い 

７／１９ 夏のパトロール強調期間のお便り印刷、配布 

８／２５～ 

８／３０ 

夏のパトロール 

９／ ２ 夏のパトロール報告書作成、代表者へ郵送 

１０／１５ 標語ポスター配布 

 

●標語ポスターの表示する期間は決まっていますか？ 

➡期間については確認いたします。 

※特に期間は無いそうなので劣化したら外してください。 

 

 ＜かけこみハウス＞ 

７／１３ 南中学校地区かけこみハウス実施委員会出席 

 

 ＜給食運営協議委員会＞ 

７／１５ 給食運営協議会１学期分 書面開催 

 

●次回開催予定はいつ？ 

➡未定です。 
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④制服リサイクル 

６／１８ リサイクル品整理、ナンバリング 

譲渡会打ち合わせ 

６／２９ ７月譲渡会のご案内 作成・配布 

７／１４ 譲渡会開催（７月保護者会） 

９／２１ １０月譲渡会のご案内 作成 

１０／１２ ご案内メール配信 

（今回より譲渡会案内は、紙配布ではなく、メール配信にしました。 

お気づきの点ございましたら係までお知らせ下さい） 

１０／１５ １０月譲渡会開催とリサイクル品整理、ナンバリング 

 

●譲渡会開催案内のメール配信が直前（３日前）だったため、開催されることを知らずに新品を 

購入してしまった家庭があると思う。リサイクル品を集めるためにももっと早く案内したほうが良い。 

➡譲渡会開催日はできるだけ学校公開に合わせていますが、時間は学校側との調整がありメー

ル配信は 1週間前ころのお知らせとなりますので、ご了承下さい。今後はメール配信の際にその

次の開催日を記載し開催日の周知を図っていきます。また、譲渡会以外でもリサイクル品のお持

ち帰りは可能です。急に背が伸びた、破れた等お急ぎの際にはぜひご活用ください。ご希望の際

は副校長先生か役員・委員までご連絡をお願いします。  

 

 

 

⑤ベルマーク運動 

６／１８ ベルマーク回収、集計 

７／１４ ベルマーク回収、集計 

１０／１５ ベルマーク回収、集計 

 

南中学校の現在のベルマークポイント残高………１４１，３５６点 

＜ウェブベルマーク＞ ２０２２年４月～ 登録ポイント…１４８１点    累計５５６７点 

 

※市内の学校でのウェブベルマーク獲得ポイントランキングでは、現在、南中学校が１位ですが、 

まだまだ登録者が少ない現状です。（登録者は２３名）ウェブベルマークの活動に参加した事がない

方も多いと思いますので、いま一度参加の方法をお知らせいたします。 

・「ウェブベルマーク」とＷｅｂ検索し、ウェブベルマークのホームページを開きます。はじめての方は、

「はじめての方へ」をタップしていただくと登録画面へと 進み、手順に添って登録、ウェブベルマー

クのページからお好きなショップでお買物するだけで、購入金額に応じたベルマーク点数が、南中

学校に登録されます。（楽天市場、Ｙａｈｏｏショッピング等沢山のショップがあります） 

※ベルマークの使い道として生徒会を通して何に使うかご意見伺い中です。 
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⑥本部・各学年・委員会報告 

 本部 

５／２８ ５０周年行事協力員募集の印刷、配布 

６／２４ ＰＴＡだより ＮＯ．１印刷 

６／２７ ＰＴＡだより ＮＯ．１配布 

７／ ２ 役員選考委員と打ち合わせ 

７／ ７ ５０周年行事の参加 

７／ ９ ＰＴＡ資料、転入生セット制作 

９／１７ 第２回役員会 

１０／ １ 第２回運営委員会資料及び出欠印刷・配布 

合唱会の協力員募集の印刷、配布  

会計監査 

１０／ ７ 第２回運営委員会出欠票回収、確認 

１０／１５ 第２回運営委員会開催 

 

 

 学年委員会 

 １年 

６／１８ 第１回 運営委員会 

 ２年 

６～７月 学年行事についてメンバー内ＬＩＮＥでの話し合い 

今年の学年行事はコロナ禍の影響で廃止とし移動教室でゼリー飲料を 

１人２つ配付といたしました。 

 ３年 

６／２２ 卒業記念品候補決め、予算についての話し合い 

７／ ９ 卒業生の人数確認、卒業証書入れについて 

７／１３ 卒業証書入れの決定、コサージュの注文 （事務室に提出） 

 

 広報委員会 

６／２１ 第３回広報委員会 （前期紙面内容話し合い） 

７／ ７ ５０周年記念行事撮影 

７／１１ 前期印刷入稿 

７／１９ 前期広報誌配布作業 

９／２０ 副校長先生より２年宿泊行事、周年行事の写真データ受け取り 

 

 青少協委員会 

６／２５ 青少協第１回理事会出席 

１０／１５ 青少協第２回理事会出席 

 芋掘りの説明委員会出席 
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 役員選考委員会 

６／１８ 第２回役選委員会 

６／２８ 候補者選出日について学校と相談(３月の保護者会で候補者を選出すること

を決定) 

６／２９ ＰＴＡ本部より保護者カードについての連絡を受ける。（経緯は役員ＬＩＮＥで

報告） 

７／ ２ 役選３役とＰＴＡ会長、保護者カード担当の６名で話し合い 

・保護者カード廃止について 

・３年学級委員の担当分けについて（役選委員兼任の廃止） 

次回運営委員会で議題として提案 

７／１４ 第３回役選委員会 

９／ ９ 第２回運営委員会の議題についてと資料作成の作業確認 

９／２９ 本部役員選出資料⑥印刷 

 

 

６） 連絡事項 

１．合唱会協力員募集について 

１０月２９日に行われます合唱会の協力員募集を行い、３４名の方から協力のお申し出をいただ

きました。これから協力をお申し出いただいた方への案内配布をいたします。なお、前回の運営委

員会でお知らせした協力員募集行事ですが、スクールランチ試食会は中止に伴い募集なし、道徳

授業地区公開につきましても学校と相談の結果、募集は行いませんでした。次回の協力員募集予

定は３月の文化発表会（受付）です。たくさんのご協力をいただけると幸いです。 

 

 

２．ＰＴＡだよりの南中ホームページ掲載及び書面配布の一時中止について 

例年、運営委員会の報告は、「ＰＴＡだより」として作成し、家庭数で配布していました。しかし、 

①作成・印刷・配布に膨大な時間と労力がかかること、②ペーパーレスにすることで、紙代・インク

代を削減できること、③南中ホームページで公開することにより、南中生の保護者だけでなく、地域

の方にも広く読んでいただけるメリットがあることから、学校と相談し、第２回運営委員会より、「ＰＴ

Ａだより」を南中ホームページから閲覧及びダウンロードできるようにし、紙面での配布を一時中止

することに致しました。ホームページに公開した際には、ＰＴＡメール連絡網で全家庭に周知します。

ただし、この取組は試験的なものであり、年度末に取組について検証し、今後継続するかどうかを

検討します。 

 

●ホームページでダウンロードするのは良いが、全員がダウンロードできるのかを調査した上で 

行った方が良いのではないか。以前にもペーパーレス化の話はあったが、全員がダウンロードでき

るのかわからず、踏み切れなかった経緯がある。 

➡様々な意見があるのは承知している。現在、紙媒体よりもネットやメールを使った方が情報が

届きやすいのが現状である。ＰＤＦ化することで、ダウンロードしなくても、ホームページ上で閲覧で
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きるので、十分であると考える。 

※運営委員会後に学校と協議した結果、閲覧できない場合は、学校に申し出れば、印刷した物

を配布してもらえることを確認しました。 

 

 

３．次年度役員の選考方法について 

①来年度本部役員をした方は、後の本部役員各委員を永久免除とする。 

特典として、引き受けたお子さんの卒業式に優先席を作る。 

 

②１、２、３年生から８名以上を選ぶ。各クラス１名とはしない。 

現１、２年生は３月の保護者会で候補者を決める。 

事前に配布する手紙で立候補者８名（学年クラス関係なく８名以上）いない場合は、候補者が 

いないクラスでくじ引きとする。欠席者も出席者も平等にくじは１倍。  

 

※引き受けられない理由を書く欄は今年度も削除。 

※兄弟在籍の場合、先にくじに当たったら、もう一人のお子さんの方では対象にならない。 

 

新１年生は２月の新入生保護者説明会時に在校生同様に立候補を募る。 

立候補者がいない場合、入学式当日に速やかに立候補を募り、出なければくじ引きをして 

各クラス１名選出。現１、２年生から８名以上出ていたら新１年生から候補者が出ていなくても 

よい。 

４月に新１、２、３年生の候補者が集まり、本部役員を決める会を行う。くじは先生が引く。 

基本的な流れは今までと同様になります。 

 

 

７） その他 

学校側への質問 

●保護者への進路説明会など仕事等で欠席した人に対して映像公開などでフォローはないのか？ 

➡検討します。 

 

●１０／１５ の道徳授業地区公講座は、内容もとてもよかった。道徳の公開はどれくらい 

あるのか？ 

➡年に１回だが、希望があれば増やすこともできるので、保護者の色々な意見を頂きたい。 

 

 

以上 
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第３回運営委員会開催予定 

令和５年１月２１日（土）１５：００～図書室 

会場準備担当：２年学級・青少協 

よろしくお願いします。 


