
 

足立区立第九中学校 

ＰＴＡ会長  河原  淳 

                                       

第一回  常任委員会だより 

 

【日時】 令和元年５月３０日(木) 午後７時より視聴覚室にて   【出席者  ３０名】 

 司会：飯田 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 運動会の役割分担 

３ 学校公開受付担当 

４ その他 

 

【河原会長あいさつ】 

本日もお忙しい中、令和初の常任委員会にお集まりいただき誠にありがとうございます。 

連休明けに開催いたしましたＰＴＡ総会ならびにＰＴＡ歓送迎会におかれましても皆様

の協力のもと議事の進行が円滑に行われ滞りなく終えることができました。 

先々週（5/15）に開催致しました常置委員会研修会にもご参加ありがとうございました。 

私も広報委員会の会合に参加しました。初心者の私にもとてもわかりやすい内容でとても 

勉強になりました。 

再来週（6/15）の運動会も各委員の方々には色々ご協力をいただきますが子ども達のため

によろしくお願い申し上げます。 

今後も行事やイベント等で何かと協力を仰ぐことも多くありますが、なにとぞよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

【長塚校長先生あいさつ】 

本日もお忙しい中、本当にありがとうございます。 

学校の現状ですが来週から中間テストが始まります。生徒達には風邪など引かないように

お伝えください。また、その翌週には運動会も控えており行事が重なっていますので、 

それにまつわる会話もより以上にしていただければありがたいと思います。 

先日、魚沼自然教室に行ってまいりましたが、空気がおいしい所はご飯もおいしく生徒

達もみんな完食していました。食べ終わった後に生徒達が心から「ごちそうさま…ありが

とうございました」と言ったら宿の方々はとても感動しておりました。 

ＰＴＡ活動においては、広報部の方々から広報紙等で例年とは違う新しくとてもいい提案

をいただき私も大変うれしく思いました。 

学校も頑張っていますが、まだまだ足りない部分もあるかと思いますので、気付いたこと

あればどんどん言ってください。本日も、どうぞよろしくお願いします。 

 



１ 各委員会の活動報告と予定 

 

【全委員会共通活動】 

  5月 8日（水） ＰＴＡ総会・ＰＴＡ歓送迎会 

  5月 15日（水） 常置委員会研修会 

  6月 15日（土） 運動会 手伝い 

  7月 5日（金） 青少年第十地区「講演会と映画の会」場所 Ｌソフィア 14時～ 

 

【広報委員会】 

  5月 11日（土） 第一回広報委員会 各部リーダー決め 

  5月 14日（火） 第一号広報紙 打ち合わせ 

  6月 7日（金） 開かれた学校づくり協議会 取材 

  6月 10日（月） 学校公開 受付９時～ 

  6月 15日（土） 運動会 取材 

 

【教養委員会】 

  5月 18日（土） 第一回教養委員会 打ち合わせ 年間行事担当決め 

  6月 10日（月） 学校公開 受付 13時 30分～ 

  6月 15日（土） 運動会 受付 

  7月 9日（火） 給食試食会・給食運営協議会 参加 11時 55分～ 

 

【校外委員会】 

  5月 20日（月） 第一回校外委員 打ち合わせ 

  6月 11日（火） 学校公開 受付 9時～ 

  6月 15日（土） 運動会 駐輪場整理 

 

【一学年委員会】 

  6月 11日（火） 学校公開 受付 13時 30分～ 

  6月 15日（土） 運動会 応援 

 

【二学年委員会】 

  6月 12日（水） 学校公開 受付 9時～ 

  6月 15日（土） 運動会 応援道具の管理 

 

【三学年委員会】 

  5月 11日（土） 第一回三学年委員会 打ち合わせ 

  5月 15日（木） 足立区立中学校ＰＴＡ連合会 進路対策委員会 参加 

  6月 13日（木） 学校公開 受付 9時～ 

  6月 15日（土） 運動会 応援 

 



2 連絡事項等 

① ＰＴＡ総会・歓送迎会の感想と反省 

総  会  5月 8日午後 5時より、本校の視聴覚室にて行われました。 

         すべての議事が原案通り承認されました。ご参加ご協力ありがとうござい   

ました。 

         全会員 523名   出席 38名 委任状 468名 合計 506名 

   歓送迎会  同日午後 6時 30分より、梅島マーブルにて行われました。 

         ご多用の中 75名のご出席をいただき盛大に会を進行することができまし

た。地域の方々、先生方や保護者の皆さまと色々なお話ができて有意義な

時間を過ごすことができました。 

 

② 常置委員会研修会（5/15）の報告と感想 

【広報委員会】 

ギャラクシティにて行われました。足立朝日新聞の市川様より分かりやすくご指導いた

だき、他校の広報紙などを見ながら色、写真の掲載方法を学べました。 

その中で、九中広報紙も良いお手本だと賞賛されました。 

【教養委員会】 

エルソフィアにて行われました。テーマは「笑顔のコミュニケーション術」 

昨年好評だったことから同じ講師の方が講演されました。コミュニケーション術と価値

観の多様性を具体的に学べ、とても有意義な時間でした。今回学べたことを日々の生活

に取り込みたいと思います。また他のＰＴＡの方々にも聞いてほしいと思いました。 

【校外委員会】 

スマホ携帯安全講座（子供たちの身近に迫るトラブルと対処法） 

多種多様なアプリが多く出回る中でネットを通じて知り合う人に直接会うことを禁じ

る、フィルタリングを設定し、有害サイトにアクセスさせないといった家庭内のルール

作りが大事だと思いました。また日頃から親子で何でも相談できる環境を作っておくこ

とが必要だと改めて思いました。 

【学年委員会】 

都立江北高校の校長大塚先生が昨年度の資料をもとに都立高校への進学についてご講

演くださいました。今年度の中学生の人数が少ないことから今後学級減になる可能性も

あり予想が難しいとのことでした。高校卒業時の進路も考えつつ、今以上に子どもと話

していかないといけないと思いました。 

 

③ ＰＴＡ活動について   別紙参照 

 

④ ＰＴＡ保険について  【会計より説明】 

ＰＴＡ賠償保険、団体傷害保険、生産物賠償責任保険に加入していますので、主催共催

する企画にあてはまります。例えばＰＴＡ主催のバレーボール大会や練習時のけが、ガ

ラスを割った時などに適用されます。 

担当は会計になりますので、副会長を通してからこちらへお伝えください。 



⑤ 各委員会費   本日、各委員会に会費を配布いたします。 

 

⑥ 各委員会 名札配布  【書記より説明】 

委員長より各委員へ配布願います。今後来校の際は必ず着用ください。 

委員会名簿も各委員会につき 1部管理願います。 

 

⑦ 「九中後援会」支援のお願い  後日プリント配布 

 

⑧ 青少年第十地区「講演会と映画の会」 7月 5日(金) 14時～15時 30分 Ｌソフィア 

 

⑨ 西新井ブロックの行事予定 

ソフトボール大会     9月 15日(日)   江北橋右岸グラウンド  9時～ 

ビーチボールバレー大会  10月 12日(土)   江北体育館 

ブロック講演会      11月 30日(土)   中央本町地域センター 

バレーボール大会     12月 14日(土)   中央本町体育館 

 

【令和元年度 五役及び常任委員紹介】 

ＰＴＡ五役（敬称略）                  常任委員 

 相談役 長塚 琢磨  校長          広報委員長  森田 恵子  １－６ 

 会長  河原  淳  ３－４           副    中澤 弘美  ２－１ 

 副会長 山本 祥美  ３－２           副    渡邊 実恵  ２－３ 

     伊藤  忍  ３－１         教養委員長  塩谷 由紀  ２－４ 

     飯田 直樹  ３－５           副    湯澤 咲恵  ３－４ 

     徳山 久美子 ２－２           副    高垣 潤子  １－６ 

     村田 雅也  副校長         校外委員長  木村 美津江 １－６ 

 書記  春野 貴志  ３－４           副    新井 知美  ３－２ 

     吉田 庸子  ２－３           副    初鳥 清美  ２－２ 

     位田 このみ ２－４         一学年委員長 川上 陽子  １－２ 

     草野 伸明  教務主任          副    久根口 久美 １－１ 

 会計  小野里 和美 ３－１           副    橋爪 香織  １－３ 

     金山 麻奈  ２－２         二学年委員長 山田 麗花  ２－２ 

     高木 智恵子 １－２           副    山本 恵美子 ２－４ 

     市原 正臣  生活指導主任        副    山本 由美子 ２－４ 

 監査  丸山 和美  ２－２         三学年委員長 大久保 秋子 ３－５ 

     諏佐 好代  ２－２           副    木村 光恵  ３－５ 

     大久保 卓  進路指導主任        副    森  由紀子 ３－５ 

                                       

一年間ご協力お願い致します。 

 

次回 常任委員会は９月下旬を予定しております。 


