
 

 

令和元年１０月２５日 

足立区立第九中学校  

ＰＴＡ会長 河原 淳 

 

 
 

 

【日時】令和元年９月２３日（木）１９時より 視聴覚室にて      【出席者  ２７名】 

司会：伊藤 副会長  議長：山本 副会長 

 

議題  １ 各委員会の活動報告と予定 

    ２ 学校公開受付担当 

    ３ 文化祭について 

    ４ その他（５項目） 

 

 

 

河原会長あいさつ 

本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

運動会ですが、天候不順のため、火曜日開催となりましたが、多くの方にご協力いただき、

無事に開催することができました。その後の行事につきましても委員の皆様にはご尽力賜り、

無事に行事の開催ができました。心より感謝申し上げます。 

常日頃より皆様のお力添えが誠にありがたく存じます。今後も各委員会の皆様には、ご協力

願うことが多々あるかと思いますが、引き続き、ご支援、ご協力のほど、よろしくお願いいた

します。 

 

 

長塚校長あいさつ 

本当にいつもありがとうございます。特に、運動会や文化祭では皆様のお力が無いと大成功

とはいえなくなると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

さて、９月以降の報告ですが、生徒達の頑張りを褒められることが多いです。その中で、３

年生の修学旅行では、地域のガイドボランティアの方々の話を一生懸命に聞き、ボランティア

の方々から「素敵な生徒さんですね。来年も再来年もお願いします。」と褒めていただきまし

た。駅などでもマナーが良く、何度も声をかけられました。校外でもきちんとしてくれている

ことを嬉しく思います。 

 現状ですが、前期の期末テストが終わり、文化祭の準備や 3年生は本格的に受験に向けて動

き始めています。「文化祭も受験も本気で取り組む。本気は人を伸ばします。」と指導してい

ます。１.２年生は、生徒会役員選挙を 9月 30日行います。いよいよ新旧交代となります。と

ても期待しています。皆様方のお力をお借りして、新しい生徒会がスタートし、新しい文化祭

が開催できると思います。これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



１ 各委員会の活動報告と予定 

広

報 

≪活動報告≫ 

６月 ４日～ １号紙校正 

６月 ８日～ ２号紙始動 

６月 ８日  制服リサイクル取材 

６月１０日  学校公開受付 

６月１８日  運動会取材 

７月 ２日   １号紙原稿完成 

７月 ５日  講演と映画の集いへの参加と取材 

７月 ９日  給食試食会取材 

７月８日・９日 職業体験取材 

７月２６日  校外パトロール取材 

９月１４日～ ３号紙始動 

９月１５日  ソフトボール大会取材 

≪活動予定≫ 

１０月１２日 ビーチバレーボール大会取材 

１０月２５日 文化祭取材 

１２月１４日 バレーボール大会取材 

１２月２０日 ２号紙発行予定 

教

養 

≪活動報告≫ 

６月１０日  学校公開受付 

６月１８日  運動会（一般受付担当） 

７月 ５日  講演と映画の集いへの参加 

７月 ９日  給食試食会・給食運営委員会 

≪活動予定≫ 

１０月 ９日 学校公開受付 

１０月１９日 文化祭作品作り 

１０月２４日 作品展前日準備・飾り付け 

１０月２５日 文化祭展示会場作品管理 

       片づけ 

１１月 ９日 道徳授業地区公開講座への参加 

１１月３０日 ブロック講演会への参加 

校

外 

≪活動報告≫ 

６月１１日  学校公開受付 

６月１８日  運動会 

（駐輪場整備担当、全員参加） 

７月 ５日  講演と映画の集いへの参加 

７月２５日～８月３０日（内 8日間） 

校外パトロール 

≪活動予定≫ 

１０月 ７日 学校公開受付 

１０月１０日 学校公開受付 

１０月２５日 文化祭（駐輪場整備担当） 

１１月 ９日 道徳授業地区公開講座への参加 

１１月３０日 ブロック講演会への参加 

一

学

年 

≪活動報告≫ 

６月１１日  学校公開受付 

６月１８日  運動会（応援担当） 

７月 ５日  講演と映画の集いへの参加 

≪活動予定≫ 

１０月 ８日 学校公開受付 

１０月２５日 文化祭（校内パトロール担当） 

１１月３０日 ブロック講演会への参加 

二

学

年 

≪活動報告≫ 

６月１２日  学校公開受付 

６月１８日  運動会（応援担当） 

※事前に応援グッズの修理、増作を行った。 

９月１８日  進路対策講演会への参加 

≪活動予定≫ 

１０月 ９日 学校公開受付 

１０月２５日 文化祭（校内パトロール担当） 

 

三

学

年 

≪活動報告≫ 

６月１３日  学校公開受付 

６月１５日  第 2回学年委員会 

６月１８日  運動会（応援担当） 

６月１９日  卒対費についての手紙配布 

７月１３日  卒対費集金・進路説明会手伝い 

７月２７日  第 3回学年委員会  

９月１４日  卒業生の話を聞く会、 

第 4回学年委員会 

９月１８日  進路対策講演会への参加 

 

≪活動報告≫ 

１０月 ５日 第５回学年委員会 

 ※文化祭の担当について 

 ※卒業を祝う会に向けて（来賓や教職員名簿） 

  準備をすすめていく。 

 

 

 

 

 

 

≪進路説明会の感想≫ 
保護者で案内、接待等を行った為、係の保護 
者が高校の話を聞けないという意見もあった。 
時期も遅いのではないかという意見もあっ 
た。来年度に生かしてもらいたいと思う。 



２ 学校公開受付担当 

日  時 （午前） ９：００～１１：３０ （午後） １３：３０～ １７：００ 

１０月 ７日（月） 広報委員 校外委員 

１０月 ８日（火） １学年委員  

１０月 ９日（水） 2学年委員 教養委員 

１０月１０日（木） 校外委員 広報委員 

１０月１１日（金） 五役  

※各時間帯２名ずつお願いします。 

※１０月１０日（木）学校説明会１５時～ 

 

 

３ 文化祭について 

    日時：１０月２５日（金）  開会式：９：００より 

    保護者・地域の方々の展示見学時間 ９：００～１２：００、１３：３０～１４：３０ 
担当 内容 時間 

広報 取材  

教養 ＰＴＡ展示・二階会議室（出品・管理） ８：５０スタンバイ 

校外 駐輪場整備（午前中） ８：３０スタンバイ 

学年 校内パトロール 展示見学時 

五役 来賓受付 ８：３０スタンバイ 

 

４ その他 
（1） 運動会の反省 

広報 
委員で協力し合いスムーズに取材ができました。打合せの時点で、雨の場合の対応もしてい

たのがよかったと思います。 

教養 
割り振り通りに受付対応ができました。午後は少人数でよいと思います。受付の看板等があ

ると解りやすいのではないかと思いました。 

校外 
雨天で平日に変更になりましたが、思ったより来校者が多かったです。駐輪場の地面に貼る

テープを最初から多めに貼ったほうがスムーズに整備できると思いました。 

一学年 
平日に変更になったので、来られなかった人もいました。来られた人みんなで応援頑張りま

した。 

二学年 
応援グッズが壊れていたり足りなかったので、２学年で追加で作りました。雨で延期になっ

たこともあり、参加の人数が少なかったです。 

三学年 
事前に立ち位置等の把握をしておけばよかったと思います。２学年委員がグッズを追加して

くださり、楽しく応援ができました。 

    貴重なご意見、ありがとうございました。 

 

 

（2） 制服リサイクルの報告 

６月８日（土）に行われました制服リサイクルの売上額は、４２,１１０円になりまし

た。この売上金は、第九中学校ＰＴＡ積立口座に入金いたしました。 

 

 

（3） 今後の予定 
日にち 内容 会場 

１０月１２日（土） 西新井南ブロックビーチバレーボール大会 江北体育館 １３：００～ 

１１月 ９日（土） 道徳授業地区公開講座 第九中学校 

１１月３０日（土） 西新井南ブロック講演会 中央本町地域センター 

１２月１４日（土） 西新井南ブロックバレーボール大会 中央本町体育館 

 

 



（4） ＰＴＡ役員（五役）選考について 

例年同様、１２月に選考委員会を立ち上げる予定です。情報の収集を始めさせていたき 

ます。 

 

 

（5） 体操着（ジャージ含む）のリニューアルについて…長塚校長より 

   １０月３０日発行の校長室だより（第１１６号）でお知らせしていますが、令和２年度 

より体操着・ジャージをリニューアルいたします。 

詳細は、校長室だよりをご参照ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次回の常任委員会は、１２月上旬を予定しています。 


