
 
ＰＴＡ会報  ＮＯ.10    令 和 ２ 年 3 月 ２ ５ 日 

                            大和市立南林間中学校 

                           ＰＴＡ会長  大道 淳 

第１０回運営委員会 

〔２月２９日(土)開催〕 

 

 

  

 
 月日の経つのは早いもので、あっという間に今年度最後の会報となりました。 

 約 1 年間 PTA の仕事に携わってまいりましたが、校長先生をはじめいろいろな先生方とお話

しできて良かったです。現在このような緊迫した状態の中、皆さまに何を語ればよいのか、言葉

が見つかりませんが、最後にお忙しい中、本部や委員を引き受けてくださった皆さまに心より感

謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

 

 
 今年は桜の開花が例年より早く、すっかり春の景色となっています。 

 今年はいつもと違う３月となりました。拡大が心配された新型コロナウイルス感染症対策とし

て、３月 2 日から２４日まで市内小中学校が一斉に臨時休業となりました。生徒たちは状況を理

解し、しばらく登校できないことを静かにうけとっていましたが、複雑な思いだったことでしょ

う。学校としては再開に向けて準備をしてまいりました。特に今できる最善を尽くして 3 年生の

卒業を祝い、巣立ちを見送りたいと思います。保護者のみなさまにおかれましても、ご理解、ご

支援のほどお願いいたします。 

 この 1 年間もＰＴＡの活動を通して、学校教育へのご理解、ご協力をいただきまして、誠にあ

りがとうございました。また、役員、委員の皆様にはＰＴＡ行事の運営にご尽力いただきました

こと、重ねてお礼申し上げます。この南林間中学校での出会いが、みなさまの心に残るものであ

れば幸いです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

学校長挨拶 

ＰＴＡ会長挨拶 

～2 学年委員による卒業ボランティア企画～ 

「卒業生へ 在校生と先生方からのメッセージ」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 過日配付いたしました成人・厚生委員会による「標準服等リサイクル回収」の日程が、

卒業式延期に伴い変更になりました。ご不要の制服等がございましたら下記までお持ちく

ださい。卒業生の方もぜひご協力ください。 

 

  日 時： 3 月 28 日(土)、４月４日（土） 9：00～12：00 
 場 所： 昇降口前 (リサイクル回収用 BOX) 

 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・校章 

★★★ 3 年生の保護者の皆さまへ ★★★

 

 ＰＴＡ総会の委任状は、卒業式(3 月 27 日)までにご提出ください。 

 配付済みの「ＰＴＡ総会開催のご案内」には提出期限を 3 月 6 日(金)までとしておりまし

たが、卒業式 3 月 27 日(金)までと変更させていただきます。 

 ご欠席の方は必ず委任状をご提出くださいますよう、ご協力お願いいたします。 

 

※１・２年生の保護者の皆さまには、新年度(4 月)に配付を予定しております。 

校外生活指導委員会 

･2/1 委員選出会 

※今年度の定例会は終了 

 

１学年委員会 

２/20 定例会 

･1 年間の活動の反省と感想 
 

※今年度の定例会は終了 

広報委員会 

 

※今年度の定例会は終了 

 

３学年委員会 

･卒業式の当日の段取り確認 

･コサージュ、記念品などの最

終確認 
 

※次回３/３定例会は中止 

今年度の定例会は終了 

 

２学年委員会 

2/20 定例会 

･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 
 

※次回３/12 定例会は中止 

今年度の定例会は終了 

各委員会報告 

指名委員会 

２/29 定例会 

･役員候補選考中 

･3/25 役員候補決定のお便り配

付予定 

※今年度の定例会は終了 

成人･厚生委員会 

･標準服等回収の日程変更 

･3/28,4/4 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 
 

※今年度の定例会は終了 

バレーボール委員会 

 

※今年度の定例会は終了 

 

！標準服等リサイクル回収日変更のお知らせ！ 



★★★ 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 

沼尾 委員長 

今年度も校外生活指導委員会の活動にご理解、ご協力いただきまして、あり
がとうございました。委員の皆さまが協力しあい、積極的に活動してくださり
充実した笑顔溢れる良い活動ができたと思います。本部の皆さま、先生方にも
支えていただき、無事に活動を終える事ができ感謝の気持ちでいっぱいです。
1 年間本当にありがとうございました。 

広報委員会 

藤山 委員長 

今年度も広報委員会の活動にご理解、ご協力いただきまして、ありがとうご
ざいました。 

委員会活動を通して学校行事に参加することで子ども達の頑張っている姿を
沢山見ることが出来ました。メンバーにも恵まれ、協力しながら 1 年間楽しく
活動することが出来ました。 

先生方、本部役員の皆さま、ご協力いただきました皆さま、ありがとうござ
いました。 

成人･厚生委員会 

清水 委員長 

PTA 会員の皆さま、今年度も成人・厚生委員会の活動にご理解、ご協力をい
ただきまして、ありがとうございます。 

リサイクル制服等の回収、販売、講演会の実施など、一年を通して活動の多
い委員会でしたが、先生方や本部役員の方々及び成人・厚生委員の皆さまがど
んなに忙しいときにもご支援していただいたおかげで、無事活動を終了するこ
とができました。いつも笑いの絶えない委員会で楽しく活動させていただき、
本当にありがとうございました。 

指名委員会 

田原 委員長 

今年度も指名委員会の活動にご理解、ご協力いただきまして、ありがとうご
ざいました。 

次年度本部役員候補の皆さま、お引き受け下さりありがとうございます。 
定例会も月１回で、電話、メールでのやり取りがほとんどだった為、仕事を

していても活動出来ました。 
先生、並びに PTA 会員、役員の皆さま、1 年間ありがとうございました。 

バレーボール委員会 

勝又 委員長 

初めての経験で戸惑う事も多々ありましたが、メンバーにも恵まれ、皆で協
力して、楽しく委員活動が出来ました。先生方、本部役員の方々、行事の際、
沢山のご協力を頂きました皆様、１年間本当にありがとうございました。 

１学年委員会 

石井 委員長 

委員長決めの際に、司会をしてくれた前１学年委員長さんが友達だったの
で、なんとなく視線も感じ、委員長に立候補しました。そんな安易な理由で引
き受けた委員長でしたので、思っていたより仕事もあり大変でしたが、委員の
みんなが積極的に協力してくれたおかげで、茶話会や部活動見学会、PTA 懇
談会『南中しゃべら Night☆』を成功させることが出来ました。参加してくだ
さった保護者の皆さま、ご協力いただいた先生方、PTA 本部の皆さま、１学
年委員のみんなに感謝いたします。ありがとうございました！ 

２学年委員会 

多田 委員長 

2 学年委員は、「高校見学」と「卒ボラ」を中心に活動しました。この活動
を支えて下さいました、学年主任の大石先生、本部の皆さま、2 学年委員の皆
さま、1 年間ありがとうございました。 

３学年委員会 

山本 委員長 

 3 学年委員会では市 P 連バレーボール大会の応援、卒業式に向けてコサージ
ュの作成や卒業記念品準備をメインに活動しました。 
 受験に向けて高校見学・説明会等多忙で、不安な時期を皆さんと一緒に過ご
す事ができ、心和み心強かったです。 
 学年の先生方、本部、他委員会、保護者の皆さん 1 年間ありがとうござい
ました。とても良い経験ができました。 

＜対外諸活動担当者＞ 
青少年相談員  ・・・平野 知子 会員 
学校給食講習会・・・岩田 智子 会員 
コミセン委員 ・・・井上 賀子 会員 

正副委員長及び委員の皆さま、対外諸活動担当の皆さま、１年間お疲れさまでした。 

 皆さまのご尽力のおかげで円滑な運営が出来ましたこと、心より感謝いたします。 

 



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、心より感謝申し上げます。 

在校生の保護者の皆さまには、引き続きＰＴＡ活動へのご理解・ご協力の程よろ

しくお願いいたします。 

ＰＴＡ総会開催のお知らせ 
 

    令和２年５月１６日(土) １3:００～  南林間中学校  視聴覚室 

詳細につきましては､後日総会資料を配付いたしますのでご確認ください。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。 

 

 

《 本部 》 

大道会長 

 しつこいようですが、中学校のことは何もわからない状態で会長になりました。就

任当初は不安だらけでしたが、周りの方々の支えで何とかなりました。 

 1 年間無事にやり過ごせたのは皆様のおかげです、ありがとうございました。 

秋山副会長 
 今年度もたくさんの方々と出会い、たくさんの支え・助けをもらい、たくさんの笑
顔をもらえました。ご協力いただいたすべての皆さまに感謝しています。ありがとう
ございました。 

田中副会長 

PTA 本部役員や委員として活動をする時に「楽しんで活動する」ことをいちばん大
切にしています。 

今年度もいろいろな方と出会い、一緒に活動をさせていただいて楽しく、充実した
毎日を過ごすことが出来ました。1 年間ありがとうございました。 

中川会計 

今年度も PTA 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。
様々な行事に携わることができたり、保護者の方々や先生方、地域の方々と交流がで
きたりと貴重な体験をさせていただきました。全てのみなさまに感謝いたします。 

一年間ありがとうございました。 

荒井会計 

 昨年度広報委員会を経験し、これで終わったー！と思ったら今年度は本部のお誘い
をいただきました。私事ですが子供と 2 人暮らしのフルタイム勤務のひとり親なので
「PTA 本部は大変」という先入観からお断りしようか悩みました。それでもやってみ
ないと何が大変かなんてわからないという思いで、私でできることがあるならとお引
き受けしました。他の委員に比べ確かに仕事は多かったのですが、メンバーに恵まれ
かなり助けていただき何とかこなすことができました。ご迷惑はたくさんかけてしま
いましたが、それでも文句も言わず助けてくれて、今まで知ることのなかった PTA
の仕事や、先生とのかかわり、沢山の出会いなどなど、数えきれないほどの人生の糧
になる経験をさせていただきました。1 年間本当にありがとうございました。 

松沢書記 

 中学の PTA 活動は初めてで、PTA 事務がいない環境となったこともあり、不安か
らのスタートでした。わからないことも多く、手探りの日々でしたが、たくさんの
方々に支えられ、助けられ、学びながらとてもいい経験をさせていただきました。 
ご協力いただきました先生方、委員の皆さま、そして本部の皆さま、本当にありがと
うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


