
ＰＴＡ会報 No.10    平成２９年３月８日 

                            大和市立南林間中学校 

                            ＰＴＡ会長 田部 英一郎 

第 10回運営委員会 

〔３月４日(土)開催〕 

ＰＴＡ会長挨拶     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長挨拶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

いよいよ本年度最後の会報となりました。４日に行われた最後の運営委員会では各委員

会の委員長・副委員長から１年間の感想を伺い、多くの方々がやって良かったと言ってく

ださったことがたいへん印象的でした。 

公立校の良いところは、地域の方々が生徒たちの安全や成長を見守ってくださり、近隣

に住む家族が学校・生徒をサポートできることだと思っています。 

ただ、そのためには多くの皆様にご協力いただくことが不可欠です。私を含めた本部３

名は来年度も引き続いて本部に残ることになりましたので、改善すべき点は改善し、お互

いの事情を理解し、気遣いながら、少しでも気持ちよく、気軽に関わってみようと思って

いただける PTAを目指します。 

この１年間、たいへんお忙しい中、ご尽力下さった本部・各委員会の皆様に心よりお礼

申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

28日は公立高等学校の合格発表日でした。おととし、去年と続けて学力検査において、

多くの採点誤りがありました。そのため今年から解答方法に「マークシート方式」が導入

され、記述式による解答との併用による学力検査となりました。ご心配をおかけしました

が、おかげさまで混乱はなかったと認識しています。結果には泣き笑いがありました。切

り替えが上手にできたようです。もう 3 年生は卒業式の練習が始まっています。卒業ア

ルバムも配られたようです。 

前後しますが、25 日には「卒業生送り隊」と「活性化会議のアラカルト学園」の行事

がありました。「卒業生送り隊」の企画にあたりました 2学年委員の皆さま、ありがとう

ございました。現在は職員玄関前の国旗掲揚塔の周辺に置かれています。卒業式当日は場

所の変更があると聞いています。花はもちろんのこと、プランターもかわいいデザインに

なっています。先日の雨で勢いが出てきた感じがします。ぜひお帰りの際にご覧くださ

い。 

雨と言えば、2日に実施予定だった 1年ディキャンプです。残念ですが天候が良くない

と判断し、前日に中止を決断しました。私は中止を発表する学年集会を見に行きました

が、真剣に発表を聞く生徒を見て安心しました。成長ぶりが感じられました。この悔しさ

をきっと本番にぶつけ、立派なキャンプを作り上げて欲しいと思います。 
 

                        <3/4運営委員会にて> 

 



 

★ 各 委 員 会 報 告 ★  

        

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

★★★ 対外活動報告 ★★★ 
 

２月 ４日(土)市Ｐ連講演会・・水嶋校長、住本副、新藤さん・須藤さん（２学年委員） 
                        藤田さん・安東さん（１学年委員） 
２月２５日(土)南林間地区家庭・地域教育活性化会議 春休み企画 

・・・・・・水嶋校長、能㔟副、長沼書記 

                      

校外生活指導委員会 
 

※今年度の定例会は終了 

 

 指名委員会 

2/24 定例会 

・平成 28年度の活動の反省 

※今年度の定例会は終了 

 
 

★★★ お知らせ ★★★ 
 
《 標準服等提供のお願い 》 成人・厚生委員会  
ご不要になる標準服等がありましたら、卒業生の皆様よりご提供いただきたく、下記の日程で回収

を行うことにいたしました。卒業生対象ですが、在校生の皆様でもご不要のものがありましたらお持
ちください。是非、ご協力をお願いいたします。 
 
日 時： ３月３１日(金)、４月１日（土） ９：００～１２：００ 

場 所： 昇降口前 (リサイクル回収用の箱を置いておきます) 

回収品： 標準服（ブレザー・ズボン・スカート・ベスト・ネクタイ・シャツ・ブラウス） 

       ジャージ上・下（ハーフ・ロング）・上履き・体育館履き 
 
※当日は工事の関係で北門、東門から入る事ができません。大和西高校側（給食車出入口）より 

お入りください。 

１学年委員会 

2/15 定例会 

・平成 28年度の活動の反省 

※今年度の定例会は終了 
 

※今年度の定例会は終了 

 

２学年委員会 

2/25 定例会 

・2/25 ちょいボラ 

「卒業生送り隊」 

※今年度の定例会は終了 

 

・平成 28年度の活動の反省 

※今年度の定例会は終了 
 

・平成 27年度の活動の反省 

※今年度の定例会は終了 

 

３学年委員会 

2/22 定例会 

・卒業式の流れについての打ち合わせ 

・平成 28年度の活動の反省 
 

※今年度の定例会は終了 

 
 

3/3広報誌「柴胡の原 92号」を発行しました。

お手元に届いていますか？ 

広報委員会 
  

※今年度の定例会は終了 

 

 

成人･厚生委員会 
 

※今年度の定例会は終了 

 

３月４日(土)委員選出準備委員会にて、次年度委員の顔合わせと正副委員長の選出が滞りなく終了しま

した。今年度も円滑な委員選出が出来ましたことを感謝いたします。また、新年度には各学年委員の選出

を行います。重ねて皆様のご協力をお願いいたします。 

暖かな春の陽射しに包まれた 2 月 25 日、2 学年委員会主催の「卒業生送り隊」による、花の

苗植えを行いました。 

 当日は 7名のボランティアを始め、1学年委員や本部役員の方々にもご参加いただき、1時間

の作業でプランター14鉢と学校の花壇 2ヶ所に パンジーなど数種類の苗を寄せ植えしました。

プランターは卒業式当日、昇降口前に設置して 3年生の門出を祝う花道を作ります。 

 ご協力ありがとうございました。 

 



★★★ 運営委員１年間を振り返って ★★★  
《 各委員会の委員長さんから感想をいただきました 》 

 

校外生活指導委員会 

眞壁 委員長 

この１年、時間的に負担にならなかったとは言えないかもしれませんが、先
生方や本部役員の方々の学校や子ども達に対する熱心な取り組みに感謝すると
共に、同じ時間を過ごせた貴重な１年でもありました。委員活動としては、ふ
れあい広場等、主に地域との関わりを中心とする委員で、とても楽しく活動す
る事が出来ました。１年間、ありがとうございました。 

広報委員会 

近藤 委員長 

旧委員や本部の方々のサポートでなんとか活動を終えることができました。
定例会の時間は短いのですが各行事の取材は結構大変です。手を抜こうと思え
ばいくらでも抜くことができる取材ですが、良い紙面作りのために取材担当委
員は頑張ってきました。その結果、素晴らしい「柴胡の原」が発行できたと自
画自賛しています。何時までもお手許に置いていただけたら幸いです。 

成人･厚生委員会 

柴田 委員長 

お話した事のある人が 1 人もいない心細い中、初めての委員長を引き受け
ました。しかし、本部さんを始め先生方、事務の斎藤さん、委員の皆さんには
もちろん、会員の皆様方、1 番は副委員長の助けがあったお陰で１年間やって
こられました。ありがとうございます。沢山の貴重な経験をさせて頂き、他で
も役立つことがありました。本当にありがとうございました！ 

指名委員会 

鈴木 委員長 

H28 年度の指名委員の活動にご理解・ご協力をいただきまして、ありがと
うございました。お仕事と家庭と PTA 活動のバランスを取る事の大変さ、難
しさを思うと、引き受けてくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。ま
た、候補者の選出にあたりお電話を差し上げた際には、様々なご事情をお持ち
の中でも私達の話に耳を傾け、共に悩み、考えてくださった全ての方々にお礼
を申し上げます。ありがとうございました。最後に、活動を支えてくださった
教頭先生、郷野先生、能㔟さん、指名委員の皆さんにお礼を申し上げます。
本当に１年間ありがとうございました。お疲れ様でした。 

バレーボール委員会 

関口 委員長 

小学校の時には選手として参加していたバレーボール。今年度は委員として
裏で支える活動でした。多くの人の協力があって 1 つのイベントを作り上げ
ていく楽しさ。トラブルや課題もありましたが、終わってみれば良い思い出で
す。大会連覇を喜ぶとともに、今後の委員会活動が継続的に発展していくこと
を期待しています。 

１学年委員会 

鈴木 委員長 

本部の方々、委員の方々、先生方に支えて頂き、無事に委員活動を終えるこ
とができました。始めは手探り状態での活動でしたが、メンバーにも恵まれ、
楽しく活動ができました。また、先生とお話しする事ができ学校の様子を伺え
たので、委員を引き受けて良かったと思いました。中学になると保護者同志の
交流も減ってしまうので、是非色々な方にも委員活動をして頂けたらいいなと
思いました。１年間ありがとうございました。 

２学年委員会 

新藤 委員長 

２学年委員では「高校見学会」「卒業生送り隊 花の苗植えボランティア」を
企画しました。大勢の方にご参加いただき嬉しく思っています。今年度は全員
立候補で委員が決まり、やる気があるメンバーにも恵まれました。仕事をもち
ながらの PTA 活動で大変だったと思いますが、充実した１年間を過ごすこと
ができました。ご協力いただいた皆さんに感謝いたします。 

３学年委員会 

眞下 委員長 

右も左も分からない事ばかりで、何かとご迷惑をおかけしました。委員の皆
さんお忙しい中、子どもたちにとってより良いと思う事を常に考えながら、3
年間お世話になった学校と先生方への感謝の気持ちを込めて、皆で一丸となり
協力し合いながら活動できた事は、とても貴重な経験となりました。素敵なメ
ンバーに恵まれたこと、ご協力いただいた全ての皆さまに感謝いたします。あ
りがとうございました。 

 

＜対外諸活動担当者＞ 
青少年相談員  ・・・河野 まり子 会員 
学校給食講習会・・・熊木 ひとみ 会員 
コミセン委員 ・・・大橋 幸枝  会員 

各委員会、対外諸活動担当の皆さま、PTA事務の斎藤さん、１年間お疲れさまでした。 

無事に 1年が終了しましたことに感謝いたします。 

 



ＰＴＡ総会開催のお知らせ 
 

日  時：5 月１３日(土) １3:００～  

場  所：南林間中学校  視聴覚室 

詳細については､後日総会資料を配布します｡ご多用とは思いますが､

是非ご出席くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

「3年生の保護者の皆さま、ご卒業おめでとうございます」 
3年間ＰＴＡ活動にご協力いただきありがとうございました。 

１、２年生保護者の皆さまもありがとうございました。来年度もＰＴＡ活動へのご理解 

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

《 本部 》 

田部会長 

振り返ってみれば、あっという間の１年でした。良いメンバーに恵まれたことが大
きかったですね。ふだんはなかなか会って話す機会がとれないため、メールや電話・
ＬＩＮＥなどいろいろな方法で連絡を取りながら、意見交換し、相談し、何とか１年
を終えることができそうです。とにかく女性陣の努力のおかげです。各委員会の皆様
には５月１３日の総会までご協力をいただきますが、本当にありがとうございました。 

能㔟副会長 

楽しかった PTA 活動から離れる時が来ました。「PTA 活動が盛んな学校は子どもた
ちが落ち着いている」という話を耳にしたことがあり、少しでも貢献できればという
思いで取り組んできました。長い活動の中で、保護者の皆様、先生方、地域の方など
本当に多くの方々と出会うことができました。活動にご協力いただきました会員の皆
様、委員の皆様、先生方に心よりお礼申し上げます。そして、この１年支えてくれた
本部メンバーにはとても感謝しています。ありがとうございました！ 

住本副会長 

何かと慌ただしかった１年。でも、小学校の時と違い、ほとんどの委員さんが委員
経験者であり、働きながら活動してくださっていること。なので、お互い無理強いせ
ず、出来ることを責任を持ってやって頂いている…と感じる１年でした。そして、そ
ういった方々に支えられ、助けられた１年でもありました。ご協力して頂いた委員の
皆様、先生方、そして本部の皆さん、本当にありがとうございました。 

石川会計 

子どもの成長と共に少しずつ仕事を増やし、いつしか PTA 活動に参加する機会が
減っていました。「中学校でも役員さんやってよ」の娘のひと言に背中を押され、こ
の１年が始まりました。日々忙しい中でどんな１年になるのか不安もありましたが、
先生方をはじめ委員会の皆様や本部役員の仲間に支えられ、活動することができまし
た。１年間ありがとうございました。 

川尻会計 

保護者の皆様、先生方、各委員会の皆様に支えていただき、活動できましたことに感
謝いたします。ありがとうございました。各委員会の委員の方々も何事にも真剣に取
り組み、一生懸命活動されていたこと、周りで拝見したり一緒に活動し、いつも感心
していました。お疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。最後になり
ましたが、本部メンバーにも恵まれ楽しく活動できたこと、貴重な経験をさせて頂き
ました。お世話になりありがとうございました。 

長沼書記 

昨年度は会計として、今年度は書記として、2 年間本部役員を経験させていただき
ました。正直、時間のやりくり等で大変だと思う事もありましたが、PTA 活動を通し
て同じ年代の子を持つ色々な方々と知り合う事ができ、自分とは違う考え方や感じ方
に触れ、私にとってとても良い経験になったと思います。活動する仲間にも恵まれ 
たこと、活動にご協力いただいた皆様に感謝いたします。本当にありがとうございま
した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


