
令和２年 ３月２３日 

 

ＰＴＡ運営委員会だより 
 

                                          足立区立花保中学校 

                           ＰＴＡ会長 岩崎 みどり 

  

早春の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、２月１８日（火）にＰＴＡ運営委員会が開催されましたのでご報告させていただきます。 

   

                       司会  副会長 南雲 旬子 

                               

【議題】 

1.副会長挨拶  2.校長先生のお話  3.先生方のお話 4. 委員会の活動報告 5.花保フェスタの報告 

6.推薦報告  7.会計返却について 8.卒業式、入学式のお手伝いについて 9.その他 

 

１．副会長挨拶 

 

日頃より PTA活動にご理解、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

昨年の 11 月～12 月くらいに近隣の６年生の保護者の方々から中学校を選択するにあたって「花保中はどうです

か？」と尋ねられることが多くなりました。このように花保中に興味を持って頂ける事はとても嬉しいことであり

ここ数年は何も問題なく過ごせているので、ようやく花保中の良いところが地域にも伝わってきたのかな、と感じ

ております。 

 

２.学校から 

 

（長谷川校長先生） 

  昨年の 40 周年に引き続きＰＴＡの皆様には日頃よりご協力いただきありがとうございます。ようやく本校も周

りから意識していただけるようになってきたと思います。しかし、まだまだやれることはたくさんあるのでこれか

らも花保中を支えていただきたいと思います。 

  校外学習では１年生はＴＧＧ（Tokyo Global Gataway・東京英語村）、２年生は鎌倉へ行きましたが連日の報道

であります「新型コロナウィルス」のことで保護者の方には厳しい意見もありましたが実施いたしました。３年生

は３月４日に遠足があります。区内では中止にする学校がありますが今現在では実施する方向で考えております。 

都立入試も本番が近づいておりまして子供たちの気持ちも緊張していますが保護者の方も気を遣っていること

と思いますが、体調を崩さないように過ごして頂きたいと思います。 

体育館のエアコン工事についてはまだ入札が終わっていなく業者が決まっておりません。予定では４、５、６月

あたりで工事予定となりますが花保小学校も工事をしますのでその間は協力をしてお互いの体育館を共有して使

っていきたいと思います。 

来年度の１年生は３クラスになります。まだまだ来ていただきたいと願っていますので是非お知り合いに声をか

けていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

３.先生方のお話 

 

（教務主任 井上先生） 

今年度も本校の教育活動にご協力いただき、ありがとうございました。残り１ヶ月ですが、これからもよろしく

お願いします。 

さて、年度末も近づき、成績が出る時期になりました。まずは２５日からの学年末考査に向けて家庭学習に力を

入れ、テストに臨んでほしいと思います。ご家庭での声掛けもよろしくお願いします。 

また、来年度に向けての準備も着々と進んでおり、３月の保護者会で令和２年度の年間行事予定をお配りしたと思

います。来年度は東京オリンピック・パラリンピックへの取り組みや体育館のエアコン設置など学校行事に大きく

関わることがありますが、花保中学校がより一層素敵な学校になるように取り組んでいきますので、ご協力お願い

します。 

 

（生活指導主任 槌谷先生） 

今年度も本校の教育活動にご協力いただきありがとうございました。先日の「新入生保護者説明会」ではＰＴＡ

会長の岩崎さんから、「安心して子供を預けられます。子供のことを第一に考えてくれる先生たちがいます。楽しい

学校生活になることを期待していてください。」とおっしゃっていただきました。本当に、保護者・地域・教職員で

協力して魅力ある学校作りをしていることを実感しました。 

この１年間で、学校はさらに落ち着いたものになったと感じています。他校の生徒とのトラブルや深夜徘徊・飲

酒・喫煙の課題もほとんどありませんでした。昨年の課題でもあった SNS の使用についても、保護者の方が子ども

たちにしっかり指導していただけたので、大きなトラブルの報告はありませんでした。引き続き、保護者のみなさ

まと教職員、地域の方々の多くの大人の目で見守り、指導していきたいと思います。今後もご協力お願いいたしま

す。 

 

（保健主任 宮崎先生） 

コロナウィルスの感染症について世間では対策が行われているところです。ご心配な点も多いかと思いますが、

インフルエンザ対応などと同じく。手洗い・うがい・咳エチケットとともに基本的な生活習慣の確立が大切となっ

てきますので、引き続き集団感染予防のために、ご協力お願いします。 

  また健康診断の事後処置では早めに医療機関へ受診をしていただき、ありがとうございました。昨年度よりも受

診率が高まり、健康への意識も高まってきていることを実感しています。ただ、課題もまだまだあります。2年生対

象の小児生活習慣病の割合が高いところです。また体力が全体的に低い状況で特に持久力、敏捷性は特にきたえな

くてはいけない数値でした。来年度も根気強く、健康的な生活を支援したいと思いますので、宜しくお願い致しま

す。 

 さて、来年度は花保学級がなくなりコミュニケーションの教室が設置されます。教室名は「はなほ CS教室（コミュ

ケーションサポート）」という名前になります。新体制で行いますのでご協力をお願いいたします。あわせて不登校

支援の場としてあすテップという区の施設が出来ます。そちらの利用も来年度からスタートします。ご質問等ござ

いましたら副校長、又は宮崎までお寄せください。 

 

（１学年主任 中村先生） 

１学年後期の取り組みについて 

ＧＲ運動 

年間を通じて、ゲットライト運動ということで授業への移動着席を徹底することや授業をしっかり受けること、休

み時間中の過ごし方等について、きちんと行えることを目標に頑張ってきました。ＴＧＧ・浅草校外学習も成功さ

せることができました。 

   学び合い活動 

期末考査前の学習についても、自主的に残って学習したい生徒が教えてもらいたいと思う生徒に頼んで教えてもら

ったり、互いに教え合ったりする活動を行いました。家庭学習が足りないところは、まだまだ課題がありますが、

学習について「一人で悩まずに他の人に聞く」という習慣ができてきました。英語チャレンジについては、強制で

はなく学びたい生徒を募り、毎回の授業を意欲的に受けることができていました。 

あと、一か月となりましたが、今後も自主的に活動できるような学年にしていきたと考えています。 

 

（２学年主任 高田先生） 

 ２年生は１月３１日に鎌倉校外学習に行ってきました。当日は早朝に六町駅を出発する予定でしたが、遅刻やト

ラブル、ルール違反もなく、それぞれの班ごとに有意義な校外学習をして帰ってくることができました。保護者の

皆様のご協力あってのことだと思います。今は当日の出来事を、タブレット PCを使って、班ごとの報告プレゼンテ

ーションにまとめています。各班の個性が表れていてとても面白いものになっています。 

また、２年生は今までになく、多くの生徒が学年末考査に向けて真剣に取り組んでいます。悔いのない３年生のス

タートにすべく、頑張っているお子様を学校と保護者の皆様で協力して応援していければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

（３学年主任 泉先生） 

  パワーアップ面接ではたくさんの地域の方と保護者の方にご協力していただき本当にありがとうございました。

地域の方と保護者の方に面接官になっていただき、面接試験のある生徒全員が集団討論と個人面接の練習を行いま

した。非常に緊張感のある中で泣き出してしまう生徒もおりましたが、地域の方からはとても褒めていただき「花

保中良くなりましたね」「また来年度も」とのお声をいただきました。またぜひよろしくお願いします。 

今現在都立、私立含めて三分の一の生徒が合格しております。三分の二があと３日後に都立の試験を控えており、

必死に頑張っています。その中でも３月４日の横浜校外学習に向けてコース決めなどとても楽しい雰囲気でやって

います。新型コロナウィルスの事もありますがなんとか行かせてあげたいなと思っています。とりあえずは都立入

試と学年末考査を頑張って取り組んで行きたいと思います。もう、登校日数が 20日となりました。その 20日で卒

業式の準備、卒業を祝う会、まだ入試の方も最後の一人が決まるまではみんなで応援していきたいと思います。 

最後まで頑張りますのでよろしくお願いします。 

※2月末の時点で「横浜校外学習」が中止になり、3月も休校になりました。



４. 活動報告と計画（各専門部） 

                            

《本 部》 

 

[活動報告] 

９月２９日(日) ＰＴＡバレーボール大会 

１０月 ３日(木) 給食試食会 

１０月 ５日(土) 花保小子どもまつり 

ボランティア 

１０月 ６日(日) 花保住区祭り 

         花保町会運動会 

１０月１６日(水) 学校公開受付 

１０月１９日(土) 学校公開受付  

１０月２６日(土) 文化祭受付 

１０月２７日(日) 南花畑住区まつり 

         花保親交町会運動会 

１１月２３日(土) 花保フェスタ手伝い 

１２月１４日(土) 食育プロジェクト手伝い 

花保学級跡地についての説明会 

１２月１１日(土) 学習作品展 

１２月１７日(金) 後期教育懇談会 

（花保住区センター） 

１月２４日(金) ＰＴＡ新年会 

２月１８日(木) 運営委員会    

[計画] 

３月１９日(木) 卒業式参列 

４月  ７日(火) 入学式参列 

 

《１学年委員会》 

 

[活動報告] 

１０月１５日(火) 学校公開受付 

１０月２６日(土) 文化祭自転車整理 

１１月２３日(土) 花保フェスタ手伝い 

１２月１４日(土) 食育プロジェクト手伝い 

花保学級跡地についての説明会 

１月２４日(金) ＰＴＡ新年会 

２月１８日(木) 運営委員会 

[計画] 

３月１９日(木) 卒業式手伝い 

４月  ７日(火) 入学式手伝い 

 

《２学年委員会》 

 

[活動報告] 

１０月１８日(金) 学校公開受付  

１０月２６日(土) 文化祭自転車整理 

１１月２３日(木) 花保フェスタ手伝い 

１２月１４日(土)  食育プロジェクト手伝い 

花保学級跡地についての説明会 

１２月１１日(土) 学習作品展 

１２月１７日(金) 後期教育懇談会 

（花保住区センター） 

１月２４日(金) ＰＴＡ新年会 

２月１８日(木) 運営委員会 

 [計画] 

３月１９日(木) 卒業式手伝い 

４月  ７日(火) 入学式手伝い 

 

《３学年委員会》 

 

[活動報告] 

１０月 ２日(水) 卒対打ち合わせ 

１０月１７日(木) 学校公開受付 

１０月２３日(水) 卒対打ち合わせ（役割分担等） 

１０月２６日(土) 文化祭自転車整理 

１０月２９日(火) 卒対打ち合わせ 

（祝う会の詳細決め） 

１１月２８日(木) 高校の先生の話を聞く会手伝い 

１２月１０日(火) 三役会議 

（祝う会の返金について） 

１２月１４日(土) 食育プロジェクト手伝い 

１月２２日(水) 卒対打ち合わせ 

１月２４日(金) ＰＴＡ新年会 

１月２８日(火) 委員長から先生方へ 

祝う会の招待状配布 

２月１３日(木) 卒対打ち合わせ 

（祝う会欠席者への返金作業） 

２月１７日(月) 祝う会の会場確認 

２月１８日(火) 運営委員会 

 [計画] 

２月２７日(木) 卒対打ち合わせ 

３月１９日(木) 卒業を祝う会開催 

 

《成人教育委員会》 

 

[活動報告] 

１０月 ３日(木) 給食試食会 

１０月１５日(水) 学校公開受付 

１０月１９日(土) 制服・ジャージリサイクル回収 

１０月２６日(土) 文化祭自転車整理 

１１月 ６日(水) 参観だより№2 発行 

１１月 ９日(土) 制服・ジャージリサイクル回収 

１１月２３日(土) 花保フェスタ手伝い 

１２月１４日(土) 制服・ジャージリサイクル回収 

１月１１日(土) 制服・ジャージリサイクル回収 

２月 ８日(土) 制服・ジャージリサイクル回収 

２月１８日(火) 運営委員会 

[計画] 

３月１９日(木) 卒業式手伝い 

４月  ７日(火) 入学式手伝い 

 

《広報調査委員会》 

 

[活動報告] 

 ９月１４日(土) ブロック研修会（東島根中） 

 ９月１８日(水) 進路対策講演会 

（竹の塚センター） 

 ９月２９日(日) ＰＴＡバレーボール大会取材 

１０月 ３日(木) 給食試食会取材 

１０月１７日(木) 学校公開受付 

１０月２０日(日) ＰＴＡソフトボール大会取材 

１０月２６日(土) 文化祭自転車整理、取材 

１１月２３日(木) 花保フェスタ手伝い、取材 

１２月１４日(土) 食育プロジェクト手伝い、取材 

         花保学級跡地についての説明会 

 １月１７日(金) 後期広報紙打ち合わせ 

１月２４日(金) ＰＴＡ新年会 

[計画] 

３月１１日(水) 後期広報紙の配布準備 

３月１６日(月) 後期広報紙配布 

３月１９日(木) 卒業式手伝い 

４月  ７日(火) 入学式手伝い 

 

《校外生活委員会》 

 

[活動報告] 

９月１４日(土) ブロック研修会（東島根中） 

１０月１５日(火) 学校公開受付 

１０月２６日(土) 文化祭 自転車整理 

１１月２３日(木) 花保フェスタ手伝い 

１１月２７日(水) 中Ｐ講演会出席 

１２月１４日(土) 食育プロジェクト手伝い 

１月１１日(土) 学習作品展自転車整理 

１月２４日(金) ＰＴＡ新年会 

２月１８日(火) 運営委員会 

[計画] 

３月１９日(木) 卒業式手伝い 

４月  ７日(火) 入学式手伝い 

 

《推薦委員会》 

 

[活動報告] 

１０月１８日(金) 学校公開受付 

１０月２６日(土) 文化祭自転車整理 

１１月 ９日(土) 朝の挨拶運動 

１１月２３日(木) 花保フェスタ手伝い 

１２月１４日(土)  朝の挨拶運動 

食育プロジェクト手伝い 

１月１１日(土) 朝の挨拶運動 

１月２４日(金) ＰＴＡ新年会 

１月２７日(月) 推薦手紙配布 

２月 ８日(土) 朝の挨拶運動 

２月１８日(土) 運営委員会 

[計画] 

３月１９日(木) 卒業式手伝い 

４月  ７日(火) 入学式手伝い 

 

５. 花保フェスタの報告 

 

急遽雨になり体育館での開催となりました。昨年は 40

周年行事や猛暑で中止になり、今年のフェスタは経験者が

少なくいろいろな面で大変でしたが生徒たちがとても良

く動いて協力してくれたので素晴らしいと思いました。 

来年度も引き続き開催されると思います。今後ともよろ

しくお願いします。ご協力ありがとうございました。 

 

６．卒業式、入学式のお手伝いについて 

 

３月１９日卒業式、４月７日入学式があります。各委員

会からお手伝いに出ていただく方へ本部担当者から連絡

がいきますのでよろしくお願いします。 

 

７. 推薦報告 

  

推薦のお手紙を１月２７日に配布、２月７日に回収しま

して最終結果６名の方が推薦されましたことをご報告

いたします。 

 

８. 会計返却 

 

本日終わりましたら活動費の残金とノートの回収をし

たいと思います。 

まだ活動が終わっていない３学年、広報委員会は終わり

次第本部の方へお願い致します。 

 

９.その他 

 

（新井副校長先生） 

今年度もたくさんのご協力、ほんとうにありがとうご

ざいました。おかげさまで、令和元年度も無事年度末を

迎えようとしています。生徒達は、毎日とても穏やかに

生活しています。 

これも、役員のみなさまはじめ、保護者のみなさまのお

かげです。本当にありがとうございます。 

ちょうど昨年度の今頃、遅刻が多く出欠確認で３０分か

かってしまう、という話をしました。それも今現在、も

ちろん波はありますがかなり改善され電話の件数も減

っています。先生方が「今日は一人も遅刻がいませんで

した」と自慢する日もあります。これも保護者の方々の

おかげです。今後もよろしくお願いします。 

来年度は新１年生も増える予定です。とても落ち着い

た生活ができている今、花保中生に足りないものは『自

信と誇り』だと思います。これだけ立派な花保中生、ど

うぞご家庭でもほめてあげてください。そして、次年度

に向けてさらに弾みをつけられれば、と思います。 

これから３年生の入試本番、卒業式等まだまだ保護者

の方々と協力していく行事は多いです。その１つ１つを、

穏やかで粛々と進めていきたいと思います。 

今年度は本当にありがとうございました。令和２年度

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（長谷川校長先生） 

良いお話ばかりですが、実際にそうではない部分もあ

るかと思いますのでそのような時にはぜひともお話し

頂けたらと思います。何かご意見ご要望などございまし

たらいつでも校長までよろしくお願いいたします！ 


