運営委員会だより

第2回
令和 3 年 10 月 26 日発行
立川市立立川第四中学校 PTA
会

長 中東 浩子

10 月 14 日(木)午後 7 時 00 分より Zoom にて第 2 回運営委員会が行われました。各部および推
薦委員の部長さん、副部長さん、唐亀校長先生、山口副校長先生、森田先生、本部役員が出席しま
した。お忙しい中御出席いただきありがとうございました。

１．中東会長あいさつ
新型コロナ感染症も終息に向かいつつあり、社会生活も学校行事も戻りつつありますが、ここ
で気を緩めず、子どもたちの学校生活を守っていくためのご協力よろしくお願いいたします。
２．唐亀校長先生あいさつ
今回は Zoom による会議ということで、とても画期的であり、こういった形で様々なご意見を
頂ける機会を得ることは大事なことであると思っております。
学校としましては、８月２７日に２学期をスタートしました。その時はどうなっていくのか不
安もありましたが、１０月に入り感染者が激減しております。ただやはり次の波が来るのか来な
いのか、学校としてもすごく難しいところであり、そのような中で合唱コンク－ルに向けて歩み
を進めいているところです。後２週間でございますが、子どもたちの元気な歌声が校舎内に響き
渡っております。参観は各ご家庭１名ということにさせていただいておりますが、子どもたちの
頑張っている姿をたましん RISURU ホールの方で見ていただければと思いますので、よろしくお
願いいたします。
修学旅行ですが、１１月２３日からということで、それに向けて３年生も準備しております。
また、どのような行程になるのか、詳細につきましては３年生の保護者の皆様には色々とお伝え
していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
３．生活指導主任

森田先生のあいさつ

合唱コンクールの練習の真最中で、非常にどのクラスも活気があって、よく練習をしています。
何より武田先生の影響が大きく、先生の指導が入ると３０分の練習で本当に見違えるほど上達し
ます。全クラス指導してくださっているので、良い合唱を聴いていただけるかなという期待感が
あります。ただそういった行事もあり、みんな学校に慣れてきたこともあって、特に１年生です
が、やはり気になる点も少しあります。登校についてですが、１学期と比べてギリギリに来る生
徒が増えました。２５分にチャイムが鳴りますが、本当に駆け込んで来る生徒もいます。雨が降
った日は靴下が濡れることもあり、健康チェックもしてから教室に来るので本当にギリギリで、
２年生では間に合わない生徒もいます。そのような状況がありますので、少し時間にゆとりを持
って生活できるように、１、２年生には声かけをしていきます。
また、１１月に実施するセーフティー教室ですが、例年は地域の方や保護者の皆様もお呼びし
ておりますが、ここ２年はコロナの影響で生徒のみということで、主にスマホ等の機器の使い方
について専門家の方にご指導ただきます。学校内でも Chromebook も含めそういった機器に関して
少し心配なことが何点かあります。Chromebook は学習のために配っているものです。先日
Chromebook でゲームをしている生徒がいて指導しました。また、スマホがらみで少しトラブルも
あるので、今一度生徒に話をするとともに、そういった行事でしっかり専門家の方から怖さを含
め、正しく使用したら便利なものであるということを再確認してもらう機会にしたいと思ってお
ります。いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
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４．各部の活動報告と活動予定
各部活動報告・活動予定を報告していただきました。（下記表参照）
1 学年部
・10/7 給食試食会中止の
お手紙印刷、配布
・10/13 修学旅行業者選定会
出席
〇2 月スキー教室報告会開催
のお手紙配布
〇3/9 スキー教室報告会開催
2 学年部
・8/28 記念品選考
・9/14 ｽﾗｲﾄﾞ上映会について
先生に確認
・9/21 記念品下見及び決定
・10/9 記念品購入
〇ｽﾗｲﾄﾞ上映会の
お手紙印刷、配布
〇ｽﾗｲﾄﾞ上映会

校外生活指導部
・10/8 幸町青少健出席
〇柏町青少健
〇幸町青少健
〇幸町青少健
環境美化委員会

3 学年部
・7/19 卒業記念品についての
お手紙回収
・9/3 卒業記念品の集計、確
認
･9/15 卒業記念品発注
〇11 月 卒業記念品納品
〇修学旅行ﾋﾞﾃﾞｵ鑑賞会
〇卒業を祝う会
(社会情勢により検討予定)

本部庶務係
（運営委員会には出席せ
ず）
〇新入生保護者説明会資料
製本
〇11/29 新入生保護者説明会
〇PTA 花壇整備

役員候補者推薦委員会
・7/21 本部選出の資料作成
・8/30 お手紙配布の確認
・9/18 封筒用紙等購入
・9/20 新入生、在校生への
お手紙作成
〇11/29 新入生保護者説明会

(・活動報告

○活動予定)

本部
・7/16 柏町青少健出席
・9/8 役員会
・9/14 こぶし会館運営委員会
総会出席
・10/8 幸町青少健出席
・10/12 こぶし会館運営委員会
中止
・10/15 柏町青少健出席
・10/19 青少健委員会 中学生の
主張大会第２回会合
・幸町あいあいパトロール中止
・柏町あいあいパトロール中止
・PTA 室プリンター設置
〇10/28 合唱コンクール受付
〇11/29 新入生保護者説明会
〇PTA 花壇整備
〇役員会

５．協議事項
(１)四中ブロック交流会
今年度は活動できていないため、柏小幸小と交流を図るために、新入生保護者説明会の時に校
内を案内するという案を考えております。説明会終了後に希望される方に残っていただき、小グ
ループで密にならないよう案内する方法で検討中です。それと同時に、参加できない方のために
動画を用意し、後日児童配布の Chromebook を使って期間を設けて見ていただくことも考えてお
ります。まだ現実的に動いている状況ではなく、先生方と相談し内容を詰めているような状況で
す。
(２)来年度役員について
①成人教育部について
昨年度、今年度と活動せず、それまで合唱の指導をしてくださっていた前部長さんにお話を伺
ってきました。やはり暫く合唱は難しいですが、音楽に限ったことをするのが成人教育部ではあ
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りませんので、その状況によって内容を変えながら交流の場として設けていければよいのではな
いかと考えております。普段学校になかなか来られない方や保護者同士の交流をしたいけれども
できないという方々から、以前合唱の練習に参加し、とても良い交流になり、先生方とも話をす
ることが出来たという声も届いております。現在の状況では合唱は難しいですが、可能であれば、
皆様のご意見を伺いながら、今後の内容について相談するという形で、来年度は立ち上げる方向
で動きたいと思っております。
②広報部について
今年度も行事がどうなるか不明だったため活動を休止していました。後で PTA アンケートのお
話もさせていただきますが、「PTA 役員が何をしているかわからない」というご意見が多くありま
した。「四中の PTA は昨年度活動がなく、今年度も縮小傾向にあり、何をしているのかわからな
いため意見が言えません」という内容が多かったのが印象的でした。そのようなご意見から、広
報活動は大切なのではないかと考えております。広報が紙ベースになるのか、PTA のホームペー
ジに活動内容を上げるのか等は未定ですが、どのように変えていくのかを含めて広報部を来年度
立ち上げて活動を開始していきたいと思っております。
③今年度新設の本部庶務係について
今年度から新設し、１、２年生から各４名、合計８名で活動しております。活動内容は、今年
度から会費が現金での集金になりましたので会費の集金。そして本部の仕事をする上で必要な書
類、例えば新入生保護者説明会の資料の製本。また、合唱コンクールでは本部役員で受付をさせ
ていただきますが、人数が足りない場合のお手伝い、PTA 花壇の整備のお手伝い等をお願いして
おります。会議には出席しませんが、本部役員だけではしきれない業務を担っていただき、大変
助かっております。本部庶務係については今年度臨時に立ち上げており、PTA の規約には載って
いない役職になります。来年度につきましては１２月上旬（予定）に臨時の運営委員会を開催
し、協議する予定です。

(３)本部開催講演会について
PTA ではボドゥー中学校との交流会を開催してきました。ボドゥー中学校とはニューカレドニ
アにある学校です。NPO 主催で立川市とニューカレドニアのボドゥー中学校の交換留学を毎年行
っています。派遣と受け入れを隔年で行っている状態です。立川市が受け入れの年は PTA 主催で
交流会を企画し、そうでない年は PTA 主催の講演会を行ってきました。一昨年は速読講演会を四
中で開催しましたが、昨年はどちらも出来ませんでした。コロナで交換留学が停止していますの
で、今年度は講演会をできないかと役員会で話し合いました。しかし今集まるのは難しいため、
代替案を検討しました。子どもたちが使用している Chromebook について、保護者の中には「使
い方がわからない、何をしているかわからない」という声もありますので、その使い方を学校側
と相談しながら、本部で作成して紹介していこうという話になりました。どのような形で紹介し
ていくのかは未定ですが、学校にご協力をいただいて進めていけたらと考えております。
(４)本部活動費について
講演会や賀詞交歓会等で使用していましたが、今年度の講演会開催は厳しく、本部活動費を使
用せずに済みそうな状況です。今後どうなるかわかりませんが、皆様から集めさせていただいた
PTA 会費なので、運営委員会で許可が得られるようでしたら、今年度の子どもたちの活動に何か
還元できるよう学校と相談をさせていただきたいと思っております。
(５)PTA 会費について
PTA 規約では年間 2,400 円(月額 200 円)の会費を集金することになっています。ただ今年度は
活動が縮小されており手集金であったため、会費を 2,000 円に変更して集金いたしました。来年
度は活動内容が未定なこともあり、この場で協議することは難しいため、次回の運営委員会にて
協議する予定でおりますのでご承知おきください。
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6. 報告事項
(１)今後の PTA について アンケート集計
これから提出される方もいると思いますので、もう少し集めさせていただき、集計内容を後日
書面にて生徒保護者の皆様に配布したいと考えております。
(２)地域会議について
・幸町青少健全委員会 10/8
・柏町青少健全委員会 7/16 10/15
・こぶし会館運営委員会 9/14 (10/12 中止)
・幸町あいあいパトロール 会合中止（9 月末 書面総会のみ）
・柏町あいあいパトロール 会合中止（書面総会のみ）

７．主な今後の予定と内容
①
②
③
④
⑤

10 月 28 日(木) 合唱コンクール
11 月 3 日(祝-水) 薬物乱用ダメ絶対フェア ※中止
11 月 3 日(祝-水) 中学生の主張大会審査員 本部役員出席
11 月
さいわい秋祭り ※中止
11 月 29 日(月) 新入生保護者説明会（本部・庶務係・役員候補者推薦委員）
・受付手伝い
・本部役員より本校 PTA の紹介と役員選出についての説明
・役員候補者推薦委員より来年度本部役員推薦についてのお願い
⑥ 12 月 5 日(日)
こぶし会館教養講座（落語予定）
⑦ 1月
こぶし会館賀詞交歓会 ※中止
⑧ 3 月 3 日（木） 第 3 回運営委員会
※今年度最後の運営委員会になります。来年度予算を立てる資料とするため、本年度の予算
の過不足、また、活動内容の改善点、継続するべき点などをまとめ、3/3 の運営委員会時
にご提出をお願いします。形式は問いませんが、書面にてご提出ください。
８．その他
・会計より報告
１０月４日に会計の中間監査を行い、無事終了いたしました。
９．山口副校長先生あいさつ
連絡事項です。まず２年生が２名転校しました。そして都の学力状況調査についてです。昨年
度までは２年生が５教科テストを実施しておりましたが、今年度は子どもたちが意欲を持って学
習に取り組んでいるのかを調査する質問紙だけになります。質問紙は Chromebook を使用する予
定で、実際２３区から始まっておりますが、Chromebook の受信がパンク状態になり延期になって
います。四中は１１月に入ってから調査を行うことになっています。次にＨＰには１ヶ月程前よ
り載せてありますが、修学旅行の変更に伴い１１月の期末考査の日程が１１月１２日･１５日･１
６日に変更になっておりますのでご承知おきください。また、電子図書カードを１０月下旬に配
布予定です。最後になりますが合唱コンクールに関して、たましん RISURU ホールは規制が厳し
いため色々交渉し進めてまいりました。コロナ対策の影響でご迷惑をおかけする点も出てきてし
まいますが、ご協力よろしくお願いいたします。今年度も保護者の皆様に参加確認票をお配りし
ますので、体温を記入しご持参ください。お座りになった座席番号を記入し、退出時にその参加
票をご提出いただくという形で昨年と同様に進めてまいりたいと思っておりますので、よろしく
お願いいたします。
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