
 
ＰＴＡ会報 ＮＯ.９    平 成 ３ ０ 年 3 月 8 日 

                            大和市立南林間中学校 

                            ＰＴＡ会長 田部 英一郎 

第 9 回運営委員会 

〔3 月３日(土)開催〕 
 

 

  

 
 

ついに３月を迎えました。この１年間、ＰＴＡ活動にご協力を賜りましたことを厚く御礼申し

上げます。特に委員としてご尽力くださった皆さま、本当にありがとうございました。 

さて、３年生の皆さんは「夢」がありますか。小学生時代から変わらぬ夢を持つ方もいれば、

「夢」を探している方までいろいろでしょう。今回、中学卒業という節目を迎えます。今後の進

路が第一志望ではない方もいるかもしれませんが、大した問題ではありません。これからいくら

でも修正が可能です。失敗のない人生なんかありませんし、真剣に思う夢や目標を本気で口に出

していれば、アドバイスをくれたり、協力してくれる人が必ず現れます。 

日本では 2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されるので活気づいています

が、大きな人口減少を迎え、それに伴って日本はいろいろ変わっていくでしょう。また、空想の

世界の出来事が実現していくはずです。人生は一度きり！柔らかく前向きに、自分の意思で決定

し、チャレンジし続けて欲しいと思っています。 

 

 

 

 

街中でみる満開の梅の花に、春の訪れを感じます。3 月になり、学校は子どもたちの巣立ちを

祝う準備をしています。 

さて、2 月は平昌オリンピックでの選手の活躍に沸きました。選手がそれぞれの競技で力を出

し尽くした姿に感動するとともに、厳しい戦いを終えた選手のほっとした表情が印象的でした。

そしてどの選手からも、その活躍を支えているたくさんのスタッフや家族への感謝の言葉が聞か

れました。1 年の多くを練習や遠征にあてている選手にとって、家族と一緒にいる時間はそう多

くはないのだと思います。それでも、いつも選手を応援し、帰れば心からほっとできる場所であ

る家族が、なにより心の支えであり、だからこそ頑張れるのだとあらためて思いました。 

 

1 年の締めくくりにあたり、保護者の皆さまにはＰＴＡの活動を通して、学校教育へのご理解

と多大なるご協力をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。 

誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 
                     

学校長挨拶 

ＰＴＡ会長挨拶 



各 委 員 会 報 告  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校外生活指導委員会 
 

※今年度の定例会は終了 

成人･厚生委員会 
 

･3/30,3/31 昇降口前にて 

 (リサイクル回収用の箱あり) 

卒業生、在校生の標準服等 

リサイクル品回収予定 
 

次回 3/24(土)定例会 

広報委員会 
 

※今年度の定例会は終了 

指名委員会 

 
･3/6 役員候補決定のお便り配布 
 

※今年度の定例会は終了 
 

３学年委員会 

2/22 定例会 

･卒業式に向けての準備と 

 スケジュール確認 
 

※今年度の定例会は終了 

 

２学年委員会 
 

･2/15,2/22 卒ボラ企画 

 卒業生に向けた在校生と先生

からのメッセージカードを 

調理室前廊下に飾り付け 
 

※今年度の定例会は終了 

★★★ 対外活動報告 ★★★ 
 

2 月 22 日(木)  南林間地区家庭・地域教育活性化会議・・・・・・校長先生・田部会長・坂元副 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 学年委員会 

3/6 定例会 

･平成 29 年度の活動の反省 
 

※今年度の定例会は終了 

2/20 広報誌 

「柴胡の原 9４号」 

発行しました。 

お手元に届いていますか？ 

★★★ 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、卒業生の皆さま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。在校生の皆さま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 30 日(金)、3 月 31 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 

 

 

３月 3 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

正副委員長の選出を行います。重ねて皆さまのご協力をお願いいたします。 

 



★★★ 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 

渡邉 委員長 

校外生活指導委員になり、先生方、本部役員の方々や委員の方々との活動を
通して貴重な経験をさせていただきました。 委員活動として、ふれあい広場に
参加しました。みんなで考え、協力し、とても楽しく参加することができまし
た。メンバーに恵まれ、支えていただき 1 年間活動することができました。あ
りがとうございました。 

広報委員会 

門田 委員長 

委員会を通して PTA 活動に参加し、また委員長として運営委員会に参加す
る事もあり、先生方、本部、各委員会の活動、学校イベントを近く感じること
ができた１年間でした。委員長として務まるかとの心配はよそに、蓋を開けて
みれば委員皆さまの積極的なご協力があり、手探りの中、助け合いながら委員
会活動を終えることができました。本当にありがとうございました！ 

成人･厚生委員会 

根本 委員長 

今年度、成人・厚生委員の活動にご理解ご協力いただきまして、ありがとう
ございました。お仕事と役員を両立されている委員の方が多く、また年間を通
してコンスタントに活動があるので慌ただしい１年でしたが、その都度先生方
や本部の方にもご協力頂き、委員全員で知恵を出し合い助け合い、楽しみなが
ら過ごすことができ、とても貴重な経験となりました。 

ご協力いただきました皆さまに感謝いたします。１年間ありがとうございま
した。 

指名委員会 

坂井 委員長 

今年度も指名委員の活動にご理解、ご協力頂きまして、ありがとうございま
した。来年度本部役員を引き受けて下さった方々には、感謝の言葉しかござい
ません。また、候補者選出にあたり、お電話を差し上げた際には、私共の話に
耳を傾けて頂き、ありがとうございました。 

最後に、活動を支えて下さった先生方、本部役員・指名委員の皆さまにもお
礼申し上げます。1 年間ありがとうございました。 

バレーボール委員会 

谷垣 委員長 

この１年間は私にとって貴重な経験となりました。一緒に活動するメンバー
にも恵まれ、皆で協力し、多少のトラブルはありましたが、楽しく取り組む事
ができました。また、皆さまに応援して頂き大会も三連覇できた事を感謝いた
します。子どもと共に私も南中を卒業しますが、最後に良い１年が過ごせまし
た。本当にありがとうございました。 

１学年委員会 

須藤 委員長 

今年度の１学年委員会は、お互いに忙しい中、みんなで協力しながら楽しく
活動することができました。企画した２つの行事では、保護者や先生方との交
流を自分たちも楽しむことができ、とても貴重な経験となりました。素敵なメ
ンバーと充実した活動ができたことに心から感謝したいと思います。ご協力い
ただいた本部の皆さま、先生方、保護者の皆さま、本当にありがとうございま
した。 

２学年委員会 

渡辺 委員長 

最初の代表決めこそ苦戦しましたが、なんとかまとまり、２学年委員会の活
動が始まりました。２学年委員は「高校見学会」「卒業ボランティア」の企画
運営をメインに活動を行い、終始和やかな雰囲気で活動ができました。１年の
締めくくりとして、笹本先生からのアイディアを頂き卒業ボランティアの活動
を行う事で、更にやる気も出てたくさんの方々に「良い企画だね」と声をかけ
てもらい、達成感のある活動ができました。１年間ありがとうございました。 

３学年委員会 

新藤 委員長 

PTA 活動に参加することにより、３学年の保護者だけでなく、他学年の方
とも顔見知りになりました。学校に出向く機会が増え、多くの先生方とも挨拶
を交わすことができました。いろいろなことを学び、経験することができたの
は、一緒に活動した委員さん、ご協力いただいた大勢の方々のおかげです。 
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  ・・・目代 真美 会員 
学校給食講習会・・・桐越 英恵 会員 
コミセン委員 ・・・水野谷 美子 会員 

各委員会、対外諸活動担当の皆さま、PTA 事務の大松さん、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１2 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 

やっぱり女性陣に助けられた１年間でした。自分から生徒の皆さんに積極的に挨拶
できませんでしたが、学校に行くと、気持ちの良い挨拶をしてくれる生徒たちが増え
てきたのでとても嬉しかったですね。改革とかあまり難しいことは考えておらず、と
にかくやって良かったと思っていただけるようにしたかった！今年関わって下さった
方々のうち１人でも多くの方が「やってみて良かった」と感じてくれていれば幸せで
す。 

住本副会長 

今年度は天候に恵まれず、運動会の PTA 種目の中止、プログラムの変更、対外活動
では南林間文化祭が 2 週連続、順延、中止になるなど、その場その時の状況に応じて
対応しなくてはならないことが多く、みんなでその時のベストを探るような活動でし
た。そういう状況においても、会員の皆さまには、ご理解、ご協力していただき、無
事 1 年を終えようとしています。 
  一緒に歩んでくれた本部のみんな、温かく支えていただいた委員の皆さま、先生方、
本当にありがとうございました。 

 

坂元副会長 

本部メンバーの穏やかな笑顔に支えられ、また引っ張られながら、気が付くとあっ
という間に 1 年が過ぎようとしています。この 1 年もたくさんの出会いがありまし
た。委員の皆さま、先生方、地域団体の皆さま…本部という役職に就いていなければ、
これ程たくさんの方たちと関わることはできなかったでしょう。そんな出会いの中で、
私自身、未熟さを感じたり向上心を持ったりと、この歳になっても日々成長できたこ
と、感謝、感謝です！ 

石川会計 

昨年度に引き続き、今年度も会計として活動させていただきました。２年目とはい
うものの、分からない事も多く、正直、荷が重く感じた事もありました。そんな時、
支えてくださり、荷を軽くしてくださった先生方、本部メンバー、委員の皆さまに感
謝の気持ちでいっぱいです。人と人のつながりの大切さをあらためて感じ、良い経験
をさせていただきました。お世話になった皆さま、活動に協力してくださった会員の
皆さま、本当にありがとうございました。 

鈴木会計 

中学校の活動を知らないまま本部をお引き受けすることになり、不安な気持ちでの
スタートでした。でも、委員の皆さまがお忙しい中、一生懸命そして楽しんで活動さ
れているのを見て、いつしか私の不安もなくなり、皆さまと一緒に楽しんで活動で
き、あっという間の１年でした。ご協力いただきました委員の皆さま、先生方、支え
て助けてくれた本部の皆さま、本当にありがとうございました。 

桜井書記 

緊張と不安からスタートした PTA 活動。私にできるのだろうか？と思う日々でし
たが、たくさんの方々の優しさに触れ、助けられ、支えられ、無事に１年を終えよう
としています。無理をせず「できる人ができる時にできる事をやる」というスタンス
で活動ができたこと、仲間で活動する大切さを改めて経験できたこと、すてきな出会
いを頂けたことを心より感謝申し上げます。貴重な経験をさせていただきました。 
ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


