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印西市立滝野中学校 PTA

《今年度の役員・ 運営壼員紹介》
1学 期末ではありますが、今年は写真八 りでご紹介します。どうぞお気軽にお声をおかけください.

今まで『女性の世界Jと いう印彙が強いPTA。 この滝野においても同様で、
加えて「湾野は父親の顔が見えてこない」 との声も聞かれます.
しかしながら、総務省 の日奎でも母親 の就業率 が 8割 台までに上昇 し、さらに
1997年 には共働き世僣が片働き世帯数を上回り、その差はひたすら拡大傾向
にあります.こ のように女性の社会進出が進 む一方で、父親 の育児休曜を導入す
る企業も増え、積極的に子育てに参加するな どの社会的背景、多様1じ が進む現状を踏まえ、母親に負
担を強 いる PTAの 在 り方 も変わつていかなければならないのは、必然的なことだと書 えています。
現に『 PTAと はどうあるべ きか ?Jと 、 全目的にも様々な■議 がなされるようになりました。
『PTAは ポランテ ィアJで す。「で きるひ とが、で きるときに、 で きることをJ。
私はそれを基軸に「参加 しやすい、開かれた PTAJを 目指 したいと思 つています.徐 々にその流れ
を形成すべ く、母親だけはな く、父親、そしておじいちゃん、おばあち ゃんなどにも、より多 くの行
事 に多加 してもらい、見てもらい、そして役割を担ってもらうことで、PTAで は何を行つているのか
?と い う部分をより知っていただけるように活動 していきたいと書えています。
それこそが、 さらに保■者 の方々の理解を深め、多加意■を高める土台となり、結果的に、子 ども
たちをはじめ、学校、地域 のためになるものと僣 じて。
「 子 どもたち
最後 になりますが、我 々自らが率先 し、楽 しく活動 し、先生方や地域 の方々 とともに、
の成長のためにJ盛 り上げていければと思 います.そ して父親 の目 さん、滝野 に『おや じ旋目Jを 欧
かせましょう :何 卒 ご協力 のほど、 よろしくお願 い申 し上げます.

今年度、副会員 をつ とめます、杉 田です。
再来年、滝野中は日立 20周 年を迎え ます.今 年 はその記念すべ き
年 に向かって飛■ で きるよ うな活動ができれば と思 つています.
お父 さんも参加 しやすい PTAを 目指 していますので、 一年間、 よ
ろしくお願 いいた します.

『 賢 さ』と
『 邊 しさ』
「緊直J、 そ して「 とても、優 しいJ滝 野 つ子 .
彼 らが、将来、厳 しい社会の中でも、 しっか りと大地 に足をつ け、 生きて
抜 いてほ しいと願 っています.
私 たち滝中職員 は、保■者 と地域 の方 々と共に、
『 賢 さ』 と『 遇 しさ』 を身
に付 けた滝野 っ子 になるよ う、努力 していきます。

本部役員 に規わ り、 あっ とい う間に夏休み到来 と
な りますが、日 さま熱中症にお気をつ けてお過 ご
しください.
奎 らない所 は沢山あ りますが、PTA役 員 として生
徒 たちのために一所懸命 に取 り組 んでいきたいと
思います よろ しくお願 い します。

子 どもが 1年 、3年 でお世話になっているので、
役員をさせていただいております。
伊藤さんとともに薔記 と有価物回収担当になり、
収益増加を目標にして頑張 つてお ります。
回収日前には必ず奥猥を片づけつつ、有価物を持
ち帰つております (笑 )。
みなさんが楽 しめるようにバザー等 も企画 します
ので、 ど うぞよろしくお願いします.

この私 が くじヨlき で (汗 )、 会計をやることにな り
ました。会計 も不慣れ てわからないことばか りで
すが、ご指導を いただきながらこの数 力月頑張つて
お りますので、 ど うぞ よろしくお願 い します。

思いもよらずクジに当たり本年度本部役員をやら
せていただ くことになりました。
小学校 での役員経験を生 かせたらと思 います。
よろしくお願 いいた します。
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滝野中 にお世 話になるのは 4年 目にな ります。
第 1回 美化作業 ではご協力 ありがとうございました。
また、三休み最後 の週末にな りますが、次回の羮化
作業にも、 ご協力 よろしくお願 いいた します。

生徒達 の安全 のため、毎年■休み にバ トロール
を行 つています.お 忙 しいと思 いますが、皆 さ
まのご協力をお願 い します。 なお、夜間 につ き
男性 の参加 もお待 ち してお ります。

●第 1回 印西市PTA連 絡協議会
5月 8日 (木 )に 本埜公民館で、平成 26年 度印西市 PTA連 絡協議会の第 1
回理事会 。評議会が開催され、印西市内の加盟小中学校 23校 の PTA役 員、
および各校長・ 教頭が出席 しました。
滝野中からは青木会長、杉田副会長、大塚教頭の 3名 で出席。
来質の大木教育長のご挨拶に始まり、平成 25年 度の事業報告並びに会計決
算報告、会計監査報告、引き続き今年度の事業計画、および予算に関する
審議→承認がなされました。
厳かというよりは、かなり友好的な雰囲気で執 り行われ、その後は前年度
PTA会 長への感謝状贈呈式、我々を含む今年度の単位 PTA役 員の自己紹介 実行委員就任所信表明後の両会長
などが行われ、印西市内のさらなる教育振興への決意を新たにしました。

最後 に、さらに上位団体 に当たる「千葉 県 PTA連 絡協 議会」が毎年主催 する最大イベ ン ト
「千葉 県 PTA研 究大会」
が、来年度 の平成 27年 11月 15日 (日 )、 印膳郡栄町にて「印膳大会」と して開催 されます。
印西市 PTA連 絡協議会か ら、 県内加 盟 28都 市 PTA関 係者 を迎えるホス ト役 と して、2名 の代表実行委員を選 出。
滝野中 PTAか ら青木会 長、滝野小ふれあ い PTAか ら町田会長、以上 2名 が選 出→承認 され、2年 に渡る任期を
担 う決意表明を行いま した。

●第 1回 環境業化作業 ●第2回 印西市PTA連 絡協議会
6月 2日 (月 )、 学級代表による実
行委員会が主催 とな り、第 1回 環
境美化活動が行われ ま した。
平 日の 開催 で したが、85名 の参加
者があ りま した。
第 2回 美化作業 は、夏休み最終週
の 8月 30日 (土 )、 滝野小 との同 日
開催 にな りますが、時間帯はスラ
イ ドさせて、中学校 は 9時 30分 か
らのス ター トとな ります。
※予備 日は、翌 31日 (日 )。
当日は「滝 野おや じの会」も参加
し、8時 のJヽ 学校 スター トか ら、
10時 30分 の 中学校終 了まで活動
します。土曜 日開催のため、よ り
多 くの参加、そして是非、お父 さ
ん方の参加 をお願 い します

6月 6日 (金 )に 本埜公民館で、第 2回 理事会が開催され、青木会長、大塚
教頭の 2名 で出席 しました。
理事会の中では、印格都市 PTA連 絡協議会の定期総会報告、そしてメイン
テーマとなる 印西市 PTA連 絡協議会バ レーボール大会」の開催打ち合わ
せが行われました。
各学校のチームから主将 。副主将が集まり、実施要綱の承認、および試合組
み合わせの抽選が行われ、一喜―憂に想像を超える盛り上がりを見せました。

!

●PTAバ レー
6月 21日 (土 )、 印西市 PTA連 絡協議会バ レーボール
大会が、松山下体育館で行われました。
滝野中学校は 1回 戦、J市例ヽ
学校 に 2‑0の ス トレー ト
で勝利、 2回 戦も六合小学校にも 2‐ 0の ス トレー トで
勝利 し、 3回 戦に進出しました。

佳めるのは優勝チーム 1校 のみとなつてしまいました。
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●有価物 回収 にご協力 ありがとうございます :
毎月第2土 曜日の有価物回収に多大なるご協力を頂きまして、
ありがとうございます。
今年度は
昨年度の有価物回収収益金は、76.302円 でしたが、
布類とペットボトル{前 日に学校で回収)を 回収
業者が代わり、
たことから、5月 12′ 390円 、
び引 0′ 020円 という
し
て
やし
物と 増
いで
す
結果になり、1年 間で10万 を超える勢
滝野中学校は創立18年 を迎な 生徒たちのためにいい環境
を銘
ためにはまだまだ資金が必要で丸
鳴 ててしまえばただのゴミが、お金になる Lと いうことを
モツトーに、回収量を増やすために頑張つておりま丸
軒先回収も始めまt
8月 9日 からは戸建地区(1′ 2′ 5′ 6丁 目)で 、
ー
ぜひぜひご協力いただき
今までステ ションが遠かつた方も、
ますよう、どうぞよろしくお願いします。
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「有価物回収のお知らせ」
(詳 しくは
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●グ リーンボランテ ィア
校内の花壇の
今年度から始まつたグリーンボランティアは、
再生のために活動していま魂
色々な花や植物の花
園芸に詳しい鈴木さん(1‐ B)を 中心に、
をし
たりと、
外で身体と
たり
土作り
、
苗を植え
壇を考えながら、
口を動かしながら楽しんでいま魂
疑問。
質問なども気軽
先生方とも会話することが多いので、
特典です
にできるのが、
ご興味のある方は、
林(1‐ A3‐ C090‐ 8740‐ 0322)ま でどうぞ。
!
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に向けて「滝野中一年のあゆみ」
林 (上 記 )ま でどうぞ。
ご興味のある方 は、

●防ヨ
Bバ トロール
学級代表による実行委員会が主催となつて、今年
も夏休みに実施をします。
パ トロール日程 (各 日程とも 19時 ∞ 分からのス
ター トとなります。所用時間は 1時 間程度)
① 7月
② 7月
③ 8月
④ 8月
⑤ 8月

22日 (火 )〜
28日 (月 )〜

4日
18日
25日

)〜
(月 )〜
(月

7月
8月
8月
8月

25日

(金 )

1日
6日

(金 )

22日

(金 )

(水 )

(月 )

先生方も参加 してくださいます。
また、夜間につき、この防犯パ トロールにも、是
非ともお父さんなどの男性の参加をお願いしたい
と思います。
何卒、 ご理解いただけますよう、よろしくお願い
いたします。

● バザ ー のお知 らせ
せをしま した。

再た急袖意見もあ
号 tttlЬ 彗:
挙義格璽然ン2[層『
になりますが、生徒の発表は見られるように配慮いた
ろしくお願いします。

