
・このお便りは、四中の全保護者に配布しております 

 

 

 

 

 

 

  

（会長より） 

 この文章を書いている 7月 20日現在。新型コロナウイルス感染症の拡大傾向に変化の兆しはありま

せん。調布 PTA 連合主催の体育行事はすべて中止との決定が知らされました。この状況下、当然といえ

ば当然です。一方、とても辛いのは、中三の生徒たちの修学旅行中止の決定です。義務教育課程で最大

の思い出になるかもしれない行事を中止にするのは、生徒たちと日々接する先生たちにとって、苦渋の

判断だったと想像できます。そして、その決定を生徒に伝えるのを、定期考査後に行うという判断をさ

れた先生方に保護者の一人として感謝を申し上げます。ありがとうございます。 

 さて、今まで当然だったことができなくなる中、新しい挑戦が始まっています。この PTAニュースで、

この後ご案内する書面による PTA総会。手紙と PTA メールを使った役員やクラス委員の選出と伝達。そ

して、現在、本部役員間のミーティングは zoomで行う場合も少なくありません。いろんなことができ

なくなる中、PTA や保護者と学校との会話が、より求められていると感じています。そこで、現在本部

役員の会議では、zoomの本格導入を検討しています。仮に感染がさらに拡大した場合、PTA で導入した

zoom を学校にも提供し、遠隔での面談や授業などに使ってもらうことも視野に入れています。現在本

部役員の中での検討事項ですが、利用規定などの方針案が定まってきたら、学校とも会話し、みなさま

との審議にかけたいと考えています。保護者間のネットワークを強化しつつ、四中に通う生徒はもちろ

ん、四中に関わる全ての人が恩恵を得られる仕組みを模索したいです。 

引き続き、PTA活動へのご支援をどうぞよろしくお願いします。 
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１．令和 2年度 PTA総会報告 

 すでにお知らせのとおり、令和 2年度 PTA総会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度のみ

の特例措置として書面開催といたしました。 

 議題（１）令和元年度決算報告 

 （２）令和元年度会計監査報告 

 （３）令和年度役員・会計監査紹介 

 （４）令和 2年度活動基本方針  

（５）令和 2年度予算案 

ＰＰＴＴＡＡニニュューースス 
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（６）その他（Pメール運用規定について） 

 以上の議題につきましては、賛成多数で承認されました。 

 

２．令和 2年度 PTA担当役員・クラス委員紹介 

 今年度の担当役員・クラス委員が決定しましたのでご紹介いたします。たくさんの立候補ありがとうござ

いました。活動期間は例年より短いですが、よろしくお願いいたします。 

 

担当役員： 

役職 クラス 氏名 クラス 氏名 

四中サポーター統括担当 ３－１ 津田 理恵 ２－２ 飯野 房江 

地区協担当 ２－２ 長田 沙紀 １－２ 渡邊 春奈 

１－３ 矢吹 朱美   

四中施設利用団体担当 ２－１ 望月 香奈 １－２ 加瀬 綾子 

ＰＴＡ活動ＰＲ担当 ２－３ 松井 愛 １－４ 熊谷 スサナ 

進学フェア担当 ２－１ 高橋 裕子 １－１ 桜井 理恵子 

１－３ 鈴木 京子 １－４ 朝倉 麻由 

１－４ 若林 芳春   

制服などリユース担当 ３－１ 黄瀬 栄美子 １－３ 本間 聡子 

１－２ 篁 典子   

                    （敬称略） 

クラス委員： 

１－１ 井上 百恵 馬面 知春 

１－２ 伊藤 忍 大西 奈々子 

１－３ 秋元 宏美 奈須田 香 

１－４ 秋元 智美 貝田 美穂子 

２－１ 齋藤 真理子 中川 和子 

２－２ 臼井 有美 古賀 鐘代 

２－３ 大谷 こずえ 久城 由香里 

３－１ 斉藤 涼子 田中 晶子 

３－２ 阿弥 静香 三浦 典子 

３－３ 熊谷 万紀子 廣田 幸子 

                    （敬称略） 

  

３．活動報告 

・本部役員の活動 

6/3 本部役員会（以降、対面/リモートで随時） 

6/5 3年生保護者会(進路説明会)にて本部役員紹介、今後の活動予定紹介、Pメール登録のお願い 

    総会資料の印刷・配布作業 

6/13 担当役員およびクラス委員募集のお便り印刷・配布作業 

6/26 1・2年生保護者会にて本部役員紹介、今後の活動予定紹介、Pメール登録のお願い 

担当役員およびクラス委員立候補者とりまとめ、抽選（副校長） 

   PTA損害保険・賠償保険の契約更新（会計） 

6/27 担当役員およびクラス委員の抽選当選者への連絡（Pメールまたはお便り） 



7/1 担当役員互選 

7/7 第 1回進学フェア実行委員会 

 

＊＊新型コロナウィルス感染症拡大防止の一環として、PTAより学校へ消毒液専用ポンプボトル 20個を寄贈

しました＊＊ 

 

・進学フェア担当役員 

7/7 第 1回進学フェア実行委員会 

7/11 担当役員・本部役員と今後の打合せ（ZOOMを用いたオンライン会議） 

＜今後の予定＞ 

7/16 担当する高校 5校へ今年度の方針についてお便り発送 

7/27 第 2回進学フェア実行委員会 

＊「進学フェア」とは、調布市の PTA連合会（P連）が主催する都立高校の合同説明会です。 

 今年度は例年どおりの電気通信大学での説明会の形式はとらず、P連独自に調布近郊の都立高校の 

 情報を収集し、市内の中学生の皆さんに提供していく予定です。 

 

・P 連（会長富田） 

6/9 P連総会（書面） 

6/25 第 1回理事会 

そのほか、随時 ZOOMなどによるオンライン会議 

 

・健全育成推進若葉地区委員会（副会長大野） 

7/2 総会（書面） 

 

４．令和 2年度 P連体育行事について 

P連体育行事とは、P連が主催し各校 PTA会員である保護者と教職員が参加するスポーツ行事であり、 

現行はバレーボール・ソフトボール・卓球・バドミントンの各大会が年に 1回開催されています。 

今年度は、全ての体育行事が中止となりました。 

P連会長（第三中学校 PTA会長・毛利様）からのメッセージを以下転載します。 

 

『P 連体育行事についてご連絡です。 

体育行事は、競技を通して親睦を深める素晴らしい行事です。しかしながら、現在、新型ウィルス感染症は

ますます拡大しているような状況です。参加するのは保護者と教職員の皆様ですが、間接的に子どもたちへ

感染のリスクがあります。「子どもたちへの感染リスクを少しでも排除したい」という観点から、本年度の

体育行事については全種目とも開催は難しいと判断しました。各競技運営委員会へは、状況を連絡し、了解

いただきました。 

誠に残念ですが、本年度の体育行事については全種目とも中止といたします。大会を楽しみにしていただい

ていた会員の皆さまには大変申し訳ありませんが、よろしくお伝えいただければと思います。 

どうぞよろしくお願いします』 

 

５．入校証（ネームカード）再発行について 

セキュリティ上の観点より、入校証の再発行には今年度より「保護者用名札再発行願」をご提出いただくこ

とといたします。 



紛失・破損などで再発行を希望する方は、Pメールまたは本部役員まで直接ご連絡ください。折り返し、 

お子さん経由で発行願をお渡ししますので、担任の先生までご提出ください。 

その提出を確認してからの再発行となりますので、再発行までの間に学校に出向く場合は、お手数ですが 

事務室での手続きをお願いいたします。 

 

６．P メール登録について 

今年度より外部メールサービス「マメール」を利用したメール連絡を導入し、既に 300名を超える保護者の 

皆さんに登録いただきました。担当役員・クラス委員の皆さんへの連絡を中心に、軌道に乗り始めています。 

まだ登録がお済みでない方は、この機会に是非ご登録ください。 

  

<メールアドレス> chofu4.jrh@mamail.jp 

<QR コード> 

       

※ メールアドレスを入力するか QRコードを読み取って空メールを送信してください。件名・本文 

ともに何も記載しないでください。 

登録完了メールと同時に、プロフィール入力案内が届きます。この際「@mamail.jp」からのメールを受信で

きる状態にしておいてください。完了メールが届かない場合、迷惑メールに振り分けられている可能性もあ

りますので、そちらもご確認ください。 

登録に関してご不明な点がありましたら、chofu4.2019pta@gmail.com までお知らせください。 

ソフトバンクの携帯は、「URL リンク付きメール拒否」の設定をしていると、「入会お礼メール」が届きませ

ん。設定を確認ください。 

携帯電話の機種によっては、空メールが送信できないものもございます。 

そのような機種で入会作業をする場合は、件名は何も入力せず、本文の先頭に「入会」の漢字 2文字のみを

入力して送信してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


