
 

                                                                        

 

 平成 30年 5月 28日 

中野区立中野中学校ＰＴＡ 

  会長  斎藤 順子 

 

平成 30年 5月 12日（土）15時より会議室において平成 30年度ＰＴＡ総会が開催されました。  

当日は、出席者 37名、委任状 345、合計 382名となり、過半数を超えたため総会は成立いたしました。 

総会資料は事前に配布してありますので、併せてご覧ください。 

 

＜ 総 会 次 第 ＞ 

１．開会の言葉     30年度 副会長  鶴岡 ゆみ 

２．会長あいさつ    29年度 会 長  佐藤 宇一 

皆さん、こんにちは。29年度ＰＴＡ会長を務めさせていただいた佐藤宇一と申します。 

本日は、多数のご出席ありがとうございます。会議では十分なご審議をよろしくお願いいたします。 

さて、この２年間、ＰＴＡに携わり感じたことは、お母様方の本当に献身的な支えがあって子供たちの成長  

がなされているのだということです。皆様には、本当に尊敬の念をもって感謝申し上げます。 

この度、第十中学校より弓田校長先生をお迎えしました。中Ｐ連からもとても人気のある先生です。これか

らも是非、保護者と教職員の皆さまが、車の両輪となって子供たちの成長を支えていただければ嬉しく思いま

す。本当にお世話になりました。 

 

３．校長あいさつ    弓田 豊  

ＰＴＡ総会の開催、おめでとうございます。 

役員を始め、各委員の皆様におかれましては、お忙しい中、総会のためのご準備及び開催に向けてご尽力を頂

きましてありがとうございます。 

二年前、「一億総活躍国民会議」に出席したタレントの菊池桃子さんが、「働くお母さんたちにとっては、Ｐ

ＴＡ活動っていうものが難しい」と発言したこともあり、近年、ＰＴＡ活動のあり方について社会の関心が高ま

っています 

ＰＴＡは学校の最大の支援組織であると思っており、ＰＴＡの支援なくしては、学校の教育活動は成立しませ

ん。 

中野中は開校 7年目を迎えましたが、これまで以上にＰＴＡと学校が支援・協力しあいながら、充実したＰＴ

Ａ活動及び教育活動を実践していくことが重要だと思っています。 

それでは、本日の総会が滞りなく開催され、今年の中野中ＰＴＡが充実した活動を行っていくことができます

ことを祈念申し上げ、校長のあいさつといたします。 

 

 

平成 30年度ＰＴＡ総会だより 



４．議長選出 

関山 一樹    副校長先生 

小倉 佐知子 第 3学年委員長  

５．議 事 

（１）平成 29年度 活動報告 → 承認されました。 

（２）平成 29年度 決算報告 → 承認されました。以下補足説明があった項目を記載します。 

平成 29年度会計決算報告について 

《 収入の部 》 

 ・会費につきましては、家庭数の減少によりマイナスとなっております。 

 ・雑収入につきましては、漢字検定を開催したことにより、控除金をいただきました。 

   《 支出の部 》 

  項目番号 2 消耗品費 

   平成 28年度からのトナーの残量が無かったため、前年度より購入回数が増えトナー代がかなり余分に 

かかりました。 

  項目番号 26 特別給食補助費 

   3月 5日に、『卒業記念』としてリンゴシャーベットを一品、メニューに加えていただきました。 

  項目番号 27 周年行事積立金 

   3年後の 10周年記念に向け 100万円を目標に現在 60万円を達成しており、順調に積み立てております。 

（３）平成 29年度 役員・会計監査解任 → 承認されました。 

（４）平成 30年度 役員・会計監査承認 → 承認されました。 

   会 長  斎藤 順子（３Ｃ） 

   副会長  鶴岡 ゆみ（３Ｃ）  林田 幸子  （３Ｂ） 髙橋 万里子（２Ａ） 岡田 文（２Ｃ）  

   書 記  中井 千鶴（３Ｃ）  兎本 渚   （２Ａ） 村仲 直美 （２Ａ） 

   会 計  矢田 弘子（１Ｂ）   三好 愛実  （２Ｃ） 

   会計監査 佐藤 英子（３Ｃ）  井伊 久美子（２Ａ） 

 

第３学年委員長   小倉 佐知子   副委員長  孫 義徳 

第２学年委員長   菅原 直子    副委員長  奥山 ひろみ 

第 1学年委員長   永井 芳美    副委員長  宮原 美恵子 

教養委員会 委員長  赤堀 美和    副委員長  松井 直子 

広報委員会 委員長  森泉 美架    副委員長  大橋 美和子 

校外委員会 委員長  久住 めぐみ   副委員長  栢森 美幸 

推薦委員会 委員長  鈴木 紀江    副委員長  上野 祐子 

   卒業準備委員会 委員長 金子 真由子  副委員長  早川 寿美 

 

 

 

 



 

*******************  30年度会長あいさつ  斎藤 順子  ****************** 

今年度のＰＴＡスローガンは「みんなが中野中サポーター!!!」です。 

サポートって、いい言葉ですよね。でも、相手の望むサポートをすることは難しい。生徒が安心して目の前の

ことに挑戦して、自信をつけて輝いてくれるように、サポートしたいと思います。そのために、学校とよく相談

して、しゃしゃり出過ぎず、独走せず、つかず離れず、のサポートを目指します。 

さて、スローガンの最後のびっくりマークをいくつにしようかと役員たちに聞いたら、即答で「3本!」に決ま

りました。強引ですが毛利元就の「3本の矢」にこじつけますと、「生徒」「先生方」「親たち」の 3本の矢、束ね

てあれば折れません。三角は四角のように形を変えたりせず、安定した形です。3 つのびっくりマークを決めて

くれたＰＴＡ執行部役員たちも、折れないキャラクターです。どうぞ頼りにしてください。このチームを 1年間

よろしくお願いいたします。 

 

30年度ＰＴＡスローガン 

 

みんなが中野中サポ－タ－！！！ 
 

 

 

    

（５）平成 30年度 活動計画案審議・承認 → 承認されました。 

本年度は各委員会、パトロール活動に加えて、中野中サポーターとして講演会や中野中に関連するイベント   

参加など全ての PTA 会員の方に活動をお願いいたします。できる範囲で皆さまのご協力をお願いいたします。 

 

（６）平成 30年度 予算案審議・承認 → 承認されました。以下補足説明した項目を記載します。 

   平成 30年度 PTA予算案について説明がありました。（資料の後ろから 2枚目の裏面） 

収入および支出については、資料をもとに前年度との変更項目の説明がありました。 

「収入」について 

今年度は前年度より新入生も減り、生徒数が減少しましたので、会費収入が減少します。 

それを踏まえて予算立てをさせていただきました。 

「支出」についての変更部分は以下の通りです。 

 

科目番号 3 備品修理費 

前年度から、印刷機、プリンターの調子が悪く、メンテナンス出張を 2度していただきました。 

今後、修理が増えることが予想されますので、印刷機は 1年契約の保守契約に加入します。契約金は 4万円

プラス消費税となっております。保守契約は故障時に出張費・部品代を保証してくれる契約です。 

シュレッダーやパソコンが壊れた場合は、修理ではなく新規購入を予定しております。 

プリンターは調子が悪い状態でありますが、新品のトナーが残っているため、購入時期を検討中です。 

購入までの間、故障時に対応するため 2 万円プラス消費税も計上させていただきました。 

 

項目番号 4 渉外費 

前年度の残高・収支から適正価格を見直しました。 



 

項目番号 7 通信費 

前年度の各委員会からの活動報告・収支報告・意見交換会でのご意見を参考に、役員内で協議の上、適正

額を見直しました。 

委員会間の連絡に「サークルスクエア」というアプリを導入することで、通信費を抑制しました。 

 

項目番号 8 PTA保険料 

前年度は 300円の Aプランに加入しておりましたが、400円の Bプランに変更いたします。 

詳しくは以下（７）その他質疑応答 の際に補足説明をしました。 

 

項目番号 10 慶弔費 

前年度の収支・残高から適正額を見直しました。 

 

項目番号 13 学年委員会活動費 

前年度までは、各クラスに「学級活動費」をお渡ししていましたが、こちらも活動報告・収支報告・意見

交換会でのご意見を参考に適正額を見直しました。今年度は収入も減少しますので、学年委員会活動費に学

級活動費を含めた形で予算計上させていただきました。 

 

項目番号 26 周年行事積立金 

3年後の 10周年記念に向けて 100万円を目標に積み立てをしております。現在 60万円達成しております。

収入減少のため、積立額を 5万円減額しました。 

 

項目番号 27 高額備品積立金 

現在 60万円の積立ができております。収入減少のため、積立額を減額しました。 

PTA室のプリンターの調子が悪く、５月末まで代替機をお借りしていますが、その後、購入を予定しており

ますので 2万円を予算計上いたします。 

 

（７）その他質疑応答 → 特にありませんでしたが、項目番号 8 PTA保険料の補足説明がありました。 

   掛け金は 100 円の違いですが、300 円のＡプランは保証額 586,000 円で、400 円の B プランは保証額

10,000,000円です。Bプランは子供のみ、学校以外(国内の事故でケガ・対人・対物)の事故でも 10,000,000

円の保証が出ますが、大人はＰＴＡ活動内のみ保証されます。 

 

６．議長解任 

関山 一樹   副校長先生 

小倉 佐知子 第 3学年委員長  

７．閉会の言葉     30年度 副会長  岡田 文 

 

 

                 ＜ 連 絡 事 項 ＞ 

 ○次回の第２回運営委員会（５月２９日）にて委員会の活動費をお渡ししますので、受け取られ

る方は、印鑑をお持ちください。当日都合のつかない方は、個別に会計にご相談ください。 


