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　2020年度学級代表募集！
　

　執行部役員、専門部部長・副部長選出、交通部員選出も終わり、いよいよ残すとこ
ろ学級代表の選出のみとなりました。  PTAの活動を通じて、子どもたちの学校生活
を近くから応援してみませんか？  2019年度の学級代表の皆様からは、学校の様子
を知ることができた、学校イベント時に子どもを近くで見ることができた、など多くの
「やって良かった」という感想をいただきました。  PTAへの積極的な参加をお待ちして
おります！

【募集内容】
2020年度学級代表　各学級  2名

【応募期間・選出方法】
3月7日(土) 22:00 ～ 4月5日(日) 22:00 までの先着順

　立候補の際は、E-mailのタイトルに「〇〇学級代表立候補」（〇〇には「小４Ａ」のよ

うに2020年度の新クラスを入力）を記載いただき、本文に①立候補する保護者のお

名前、②子女のお名前および  2020年度の新クラス、③電話番号、④  E-mail アドレ

スを記載の上、E-mailにて下記のお問い合わせ先までご連絡ください。受信後３日

以内に執行部より確定メールをお送りします。

【お問い合わせ先】
PTA執行部副会長2　森岡（ptaregistration@futabahoshupta.org）

【公開抽選】
　立候補者が定員に満たない場合、 2020年4月11日（土）入学(園)式・始業式当日  
午前中に小体育館にて抽選を行います。当選者にはメールにてご連絡いたします。
メールを受け取られた方は、すぐにご返信ください。ご返信いただけなかった方には
役員よりお電話を差し上げます。幼稚部の学級代表は入園式後に発表いたします。

【専門部の選択】
　2020年度の新学級代表の皆様（幼稚部および卒業学年（小 6、中3、高3）の学級
代表を除く）は、それぞれ図書部、文化部のいずれかの専門部に所属していただくこ
とになります。後日、学級代表登録フォームより所属を希望される専門部をお伺いし
ますが、定員を超えた場合は抽選となり、 希望の専門部に必ず所属できるわけでは
ないことをご承知おきください。

その他、学級代表の選出に関する情報はＰＴＡホームページの こちら をご確認ください。

http://www.futabahoshupta.org
mailto:ptaregistration@futabahoshupta.org
http://www.futabahoshupta.org/?p=2747


・学校の様子を良く知ることができた（先生、学校運営など）
・学校イベント時（運動会など）に子どもたちを近くで見ることができた 
・先生との接点が増えた
・知人が増えた
・専門部会の仕事を知ることができた
・子どもが喜んでくれた　・子どものクラスメートを知ることができた

　学級代表さんの声

学級代表の皆さんにアンケートを実施しました。学級代表をする前とその後の気持ち
は？…など、一部ですがご紹介いたします。

・特になかった
・学校に行く機会が増えることで日程調整が大変だった（逆に子どもを多く見れた）
・全てが初めてで特に最初は慣れるまで大変だった
・親睦会での司会（各種役割の決定など）

・子どもが小さいうちの学級代表はおすすめです。  運動会の競技を近くで見れたり、子ど
もが学級代表をしていることを喜んでくれます

・想像しているほど大変ではありません！
・自分の子に限らず子どもたちの様子を見れるのは、とてもよい機会でした
・いずれする必要があるなら、ご自分の都合のいい時期にされたらいいと思います
・学級代表がやるべきことは本部の方から的確な指示があるので、初めてでも大丈夫！

学級代表を務めて良かったことは？　 (回答数順)

学級代表を務めて大変だったことは？ (回答数順)

学級代表をしてみようか迷っている方へのアドバイス

学級代表をする前の気持ち 学級代表をしてからの気持ち

学級代表の皆様、お忙しい中アンケートにご協力いただきありがとうございました！
この場を借りて御礼申し上げます。

★PTAよりひとこと★

どなたも最初は自分で大丈夫か？と不安な所からスタートするようです。終わってみれば意外に大変で
はなく、むしろ子どもの様子が見れたり、子どもに喜んでもらえたりとメリットの方が多いという声を多く聞
くことができました。もし迷われているようなら是非この機会に立候補してみてはいかがでしょう？皆さま
のご応募をお待ちしております！

N=50



2019年度 修了式（最終授業日）

日時：2020年3月7日（土）半日授業（12時10分バス発車）

※修了式は保護者の出席はありません。

2019年度 第10回PTA役員会（新旧合同）

日時：2020年3月7日（土）午前 9時～ 12時

場所：小体育館

※2019年度および2020年度の執行部役員、専門部部長・副部長の皆様はご出席ください。

2020年度 始業式・入学式・入園式

日時：2020年4月11日（土） 午前 9時15分～（始業式）　

　　　　　　　　　　　　　       　  午前10時45分～11時45分（入学式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　  午後12時45分～1時15分（入園式）

場所：大体育館

※始業式は保護者の出席はありません。

2020年度 第1回PTA役員会（新旧合同）

日時：2020年4月18日（土） 午前 9時～ 12時

場所：小体育館

※2019年度および 2020年度の執行部役員、専門部部長の皆様はご出席ください。

2020年度 PTA総会

日時：2020年5月2日（土） 午前 9時～10時

場所：大体育館

※PTA総会には保護者の皆様ご出席ください。後日詳細を配布いたします。

2020年度 第1回学級代表・交通部合同会議

日時：2020年5月2日（土） 午前 10時10分～11時10分（合同会議）

　　　　　　　　　　　　     　　　午前 11時10分～ 12時（専門部会）

場所：大体育館　（専門部会の場所は未定）

※PTA総会後に続けて開催しますので、 2020年度の学級代表および交通部員の皆様はご

出席ください。

今後の主な予定

日頃より駐車場ルールにご協力いただきありがとうございます。補習校駐車場には限りがありますので、
行事やピックアップ等で来校される場合はセントエドナ教会（北側沿い４列、対面で２列）もご利用くださ
い。
Wavely Rd およびN Evergreen Aveを含む学校周辺道路は、補習校保護者は終日駐車禁止です。ピッ
クアップの数分でも補習校駐車場に駐車出来ない場合はセントエドナ教会駐車場をご利用下さい。尚、セ
ントエドナ教会駐車場の利用は 4：00PMまでとなっておりますのでご注意下さい。



　島袋校長先生がこの 3月で日本へ帰任されます。 2018年度より2年間、
大変お世話になりました。最後にミニインタビュー  をさせていただきました。

島袋校長先生　お疲れさまでした

１．教員生活は何年ですか？また教員になられた理由を教え
て下さい。　

”ハイソサエティー”でしょうか。私が勤めてきた公立中学校の現状は厳しく、 2度
の在外経験もシリアとボリビアという発展途上国でした。それに比べ、シカゴは全てにお
いてハイレベルで恵まれているという印象を受けました。

　

中東のシリアで活動しました。大学は法学部でしたが、当時協力隊になるには何
らかの技術が必要で、溶接の技術を身につけて参加しました。もう一か国在外経験があ
り、教員として南米のボリビアにある沖縄県民移住地コロニア・オキナワへ派遣され、
ジャングルの中で２年間過ごしました。アメリカは在外派遣  3か国目になります。

JCCC会報に掲載されました先生の寄稿文
“温かいスープ ”も是非ご一読ください。
いつも温かく私たちを見守ってくださった島袋
校長先生、ありがとうございました！

教員生活27年で今年退職です。いくつかの仕事を転々と
し34歳で教師になりました。中学校の社会科教師でしたが授業
をしたのは数年で、あとは生徒指導に専念したり教育行政にいま
した。

２．青年海外協力隊に参加されていたことがあると伺いまし
た。どちらへ行かれていましたか？

３．シカゴ補習校を一言で表すと？

４．日本のどちらに戻られますか？

沖縄です。しばらくはゆっくりと旅行などをしたいと思っています。アメリカ滞在中に

英語力も向上したので、チャンスがあれば学費の安いフィリピンへの留学も考えていま

す。将来、もう一度、今度はシニアで北米へ派遣されるかもしれませんね。

５．シカゴでのお気に入りの場所は？

観光地ではなく、知らない場所をふらっと散策するのが好きでした。自転車でか

なり遠出もしました。広くて美しい自然がある「アメリカ」を感じました。

６．児童生徒に一言お願いします。

「意志あれば道あり。二刀流を貫け！」 皆さんの前途に幸多きことを

お祈りします。

http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/Atatakai_Soup.pdf


会計

2019年度　双葉会補習校 PTA会計　決算報告

決算報告の詳細はこちらをご覧ください。

http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2019kessanhoukokusho.pdf


壁下文庫　おすすめ書籍のご紹介 
 

第5号でご案内した壁下文庫ですが、今号ではおすすめの書籍をご紹介します。 
 
 

図書部

皆様のご協力により、一年間無事に図書部役員としての役目を終えることができました。 
児童、生徒たちが限られた時間の中で日本語の本を楽しむことができるのは、図書当番にご理解とご
協力をいただいている皆様のおかげです。今年度役員は3月で役目を終えますが、引き続き図書部を
応援していただきたく、よろしくお願いいたします。 

図書部役員一同 
 

壁下文庫の生みの親、 
壁下様の自伝 

最新総合百科事典ポプラディア全12巻 
オールカラーで最新情報も満載。調べ学習などに

役に立ちます。 

平凡社発行のコロナブックスシリーズ 
美しい写真で様々なトピックをカバーして

います。 

高等部向けの書籍も幅広く取り揃えております。 

他にも漫画や見て楽しい本
がたくさん揃っておりますの
で、ぜひ一度お立ち寄りく

ださい！ 

ＰＴＡ図書ならびに児童図書室のご利用案内 
 
ＰＴＡ図書および児童図書も引き続きご利用いただけます。
ご利用時間・場所、ご利用方法などの詳細は、ＰＴＡウェブ
サイト図書部のページをご覧ください。 
 
 

http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/8975_ToshoRiyoAnnai.pdf


　1月18日に書き初め作品展が開催さ

れ、2月15日までの1ヶ月間廊下に展示

しました。今年度は、幼稚部から高等部

の生徒達による 79点の応募作品が集

まりました。どうもありがとうございまし

た。今年も元気あふれる素晴らしい作品

ばかりで、審査される講師の先生も選

考が難しいご様子でした。12名の入賞

者には賞状と景品を、応募者全員には

ご寄付でいただきました文房具を参加

賞としてお渡しいたしました。

書道教室 開催報告

　2月1日に、第三回書道教室が開催されました。今回の会場は小体育館でしたが、限られ

たスペースを工夫して 43名の生徒児童を受け入れることができました。 4名の講師の先生

方の熱心なご指導のもと、生徒たちの真剣なまなざしで書道に向き合う姿に感動いたしまし

た。

一年間で 5名の講師の先生方にご尽力いただき、感謝申し上げます。生徒の皆さん、次年

度も書道教室に奮って参加してください。

文化部

書初め作品展 開催

　一年間を通してご協力いただきました、補習校関係者の方々、講師の方々、保
護者の皆様、文化部員の皆様、どうもありがとうございました。

皆様へのお礼



各バス停の班長さん、ありがとうございました！

　

交通部

　交通部では、例年、保護者を代表して、各バス停でお世話になっ
た班長さんへお礼のプレゼントをしております。
今年度は、PTAより割り当てられております交通部予算より購入し
ましたポーチに、コマツさんからご寄付いただいた文房具を入れ、ほ
んの気持ちとして各バス停で交通部員よりお渡し致しました。
今年度で卒業される班長さんもいらっしゃると思います。ご卒業おめ
でとうございます。
一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。

一年間お疲れさまでした！

　各バス停の交通部員の皆様、一年間お疲れ様でした。子どもたちが安全にバス通学でき
るよう、バス停の運営を見守り、運動会や入園説明会では、朝早くから、また寒い中、会場
駐車場案内にご参加いただき、ありがとうございました。
各バス停の利用者の皆様にも、毎週交代でバス当番として、子どもたちの安全な登下校を
見守る大切な役割を担っていただきました。また、保護者の皆様には、送り迎えや学校行事
の際、補習校駐車場ルールを守っていただき、おかげさまで事故も地域住民との問題も無
く、一年を終えることができました。皆様のご協力に感謝申し上げます。
新年度も引き続き、ルールやマナーを守り、子どもたちの安全な登下校のサポートをお願い
致します。

補習校より求人のお知らせ

看護職員募集

補習校では以下のとおり看護職員を募集します。

🔶看護経験をお持ちの方

🔶土曜日のみの勤務（ 8:30-15:30 年間４２日）

🔶米国で労働できる資格をお持ちの方

問い合わせ　847-590-5700



＊メンバーの変化

３年前には、２２名のAmigosがボランティアメンバーに。

年間平均４回のボランティア活動を行っている中、なんと4名が学校の先生に、2名が双葉会理

事に、そして2名が19年度PTA執行部になりました。

日本へ帰国した方々を含め、現在は22名から5名まで減ってしまいましたが、ドンマイ・ドンマイ

（古）で頑張っていきたいです。

＊活動内容

運動会、幼稚部説明会、漢字検定、図書当番の手伝いなど

＊今後の活動予定～ジョージからのお願い

HAPTA設立からの目的であった、学校行事などの人手不足を気楽にサポートし、子ども達や

先生方への貢献が引き続きできたらと思っています。

この機会にHAPTAメンバーに加わりたい！と思う方は、お気軽にジョージまでメールして下さ

い！Por Favor！

興味を持たれた方は、以下のメールアドレスへどんどん連絡してくださいませ。

 Takamatsugeorge1130@gmail.com

HAPTAに関して詳しくは、こちらのフライヤーをご覧ください。

皆さん、HAPTAをご存知ですか？

　2017年1月「PTAをHelping and Assistingする」ことを目的

として設立されたボランティア・チームです。

HAPTA代表
ジョージ

mailto:Takamatsugeorge1130@gmail.com
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/HAPTA-Flyer-Dec-5-2016.pdf


コール双葉 

コール双葉はシカゴ双葉会日本人学校の全日校・補習校PTAとJCCC
の会員家族メンバーによる女声コーラスグループです。 

　活動報告 　

2/8　補習校1年生お楽しみ会
2/18  全日1,2年生お楽しみ会

曲目：チキチキバンバン
　パプリカ

入部のご希望・活動内容の詳細等、ご不明な点がございましたら

お近くの部員または以下の E-mailアドレスまでお気軽にお問い

合わせください。

　　E-mail: choirfutaba@gmail.com   コール双葉宛

　　https://www.youtube.com/user/choirfutaba
↑

　　活動内容をこちらでご覧いただけます

メンバー & ピアニスト 

募集中 
 

日本の歌を子供達に届けてみませんか？  

毎週火曜日 1:00〜3:00pm  

校舎２階 音楽室で練習中   発表の様子は曲目をクリックして
ご覧頂けます

　今後の予定　

全日校、補習校PTA総会

子供達や地域の皆様へ歌を届ける機会
を沢山頂き、今年度も充実した活動とな
りました。ご協力頂きありがとうございま
した。来年度もどうぞよろしくお願い致し
ます。

https://youtu.be/Dwr0cBbBHRc
https://youtu.be/NNbCkL8DmyQ
https://www.youtube.com/user/choirfutaba


活動レポート

１月１８日　
かるた
新年といえば、かるた。
ことわざかるた、名作お
はなしかるた、おばけか
るた等々、各テーブル
で白熱したかるた大会
が繰り広げられました。

２月１日　
けん玉
高学年ではけん玉名人
も。剣にささる人続出！
低学年にはけん玉教室
を開催。初めてけん玉
に触る子ども達も楽しく
遊べました。

２月８日
ねずみくんのチョッキ
おなじみの絵本を劇にし
ました。面白い動物たち
の表情、軽快なナレー
ションで素敵な劇になりま
した。劇の前後は皆で
「パプリカ」を踊りました。

活動後記
本年度も沢山の笑顔に出会い
ました。けん玉、あやとり、かる
た等、昔ながらのシンプルな遊
びに大いに盛り上がる子ども
達。大縄跳び、シャボン玉、竹
とんぼ、ヨーヨー釣り等、外でも
思いっきり遊びました。人形劇
「大きなカブ」「ねずみくんの
チョッキ」では大きな拍手をもら
いました。来年度も子ども達と
共に楽しく活動していきたいと
思います。

らんちたいむくらぶは昼休みを利用し

て子供達に日本の文化や遊びを紹介

するボランティアクラブです。

らんちたいむくらぶ

メンバー募集中！！
一緒に活動しませんか？

 LunchTimeClub@futabahoshupta.org

mailto:LunchTimeClub@futabahoshupta.org




一年間を振り返って

　まもなく 3学期終業式を迎え、2019年度も終わろうとしております。

保護者の皆様におかれましては、平日は現地校そして土曜日は補習校へ通う忙しい子ども

たちへの様々なサポート、お疲れ様でした。

　一年前に結成した我  々PTA役員も、保護者・教職員の皆様のご協力や、これまで役員の 
方々が残された様々なノウハウのおかげで、振り返ってみれば緊張感を保ちながらも楽しみ

ながら活動を進めて来られたと思います。基本方針に沿い、補習校生の保護者と教師が相

互に理解し協力して家庭と学校とでシカゴ社会における補習校生徒の幸福な成長をはかるよ

う活動を行って参りました。改めて PTA活動を様々な面で支えてくださった皆様に感謝申し上

げます。 　
　極寒の中での運動会、前年度に引き続き全日校に全面協力いただいたサマースクールと

いったイベントの運営、全員のチームワークで携わったことは貴重な経験となりました。また、

補習校の子どもたちの楽しい土曜日は、ここでは書き尽くせない多くの保護者・教職員の皆

様の知恵と情熱で成り立っていることを、身をもって実感することが出来たのも大きな財産で

す。   
　ここシカゴで、多様な価値観の中で日本の素晴らしさを学ぶ子どもたちの日々が更にいきい

きとしたものになるよう、引き続き PTA活動をはじめ学校運営への皆様のご協力をいただけ

れば幸いです。

　最後になりましたが、一年間本当にありがとうございました。

　副会長１の役目を受けた一年前は、PTA、補習校のことを殆ど理解しておりませんでしたが、皆
様からのご協力を得ながら役目を通してPTAと補習校の存在が分かった1年となりました。補習校
が創設された当時の保護者の日本語での教育環境を子どもたちに与えたいという思いを考える
良い機会ともなりました。
　PTA活動では、違う背景の方々と交わり、色々なことに挑戦する貴重な体験をさせて頂きまし
た。時間を取られる大変さはありますが、楽しい部分もございますので、PTAへの参加をおすすめ
します。
　最後に2019年度のPTAメンバー、先生方、学校職員の方々にご指導とご協力いただきましたこ
とに感謝申し上げます。

副会長１ 廣

以下、 副会長 ・ 各部（執行部  / 専門部）ごとに一年間を振り返ります。

２０１９年度　PTA会長　吉川　雅紀



　私は男の子２人の母で長男はすでに日本で大学に通っています。次男は補習校の高校２年生。来年
の９月には現地先行で大学生になってしまいます。
去年の今頃、「人生最後の PTAの年。記念に何かしなくっちゃ」と思いたち、迷わず副会長３に立候補し
ました。副会長３の仕事は私の１３年間の双葉会日本人学校の集大成ともいえる役職でした。
　副会長３は仕事でも毎年やっている大好きな運動会、卒業学年で３回プロデュースした謝恩会、＋３回
作った卒業アルバム委員などの担当です。自分の今までの補習校での経験が生かせると思い、少しで
もお役に立てたらいいなという思いでやってきました。
　子どもが大きくなって分かることがあります。それは子どもが学校にいるママを見つけて嬉しそうに手を
振ってくれる時期はすぐに過ぎ去ってしまうこと。そして親が学校に関われば関わるほど、子どもの事が
よく理解できるということです。例えばアルバム委員をやっていた時、クラスの子の名前は自然と全員覚
えました。するとクラスの子ども達の人間関係やグループ、どんなことをしてみんなで遊んでいるのか、
など補習校での様子が本当によくわかるようになりました。学級代表では謝恩会の準備で何度も集まり
ました。そのおかげで自分も子どももより友達との絆が強くなりました。そして２回目の役員をした今年
度。新しい出会いがあり、いい仲間に恵まれ、いろいろな問題が次々と起こる中、それをみんなで解決
し、大変だけれどもとても楽しい沢山の経験をさせてもらった１年でした。  もうこのPTAが終わってしまう
のかと思うと少し寂しいです。
　皆さん、子ども達は親の頑張る姿をちゃんと見ていてくれると思います。新しいことに自らチャレンジす
る姿をぜひ積極的に PTAに参加して子ども達にてみせてあげてください。きっと又今迄にない新しい出会
いや経験ができるはずです。　 　　
　役員をして忙しかったですが、本当に充実した一年間でした。あと少し、引き続き頑張ります！

副会長３ 佐藤

一年間を振り返って

　今年は会計担当が両名とも途中で変更というドタバタがあり、補欠から急に任命された私達は、役員の

皆さんになじんで急いで仕事を覚えることにせいいっぱいでした。すぐになじめるように配慮していただ

き、あたたかく楽しい仲間と充実した PTA活動ができました。ありがとうございました。

会　計 １ 示森 、 ２ 山田 

森岡副会長２

　思い起こせば前 PTA会長の黄金の右手によってくじ引きで選ばれて始まった PTAでしたが、とても良い

経験をすることが出来ました。これも一重にご支援いただいた学校職員の皆様、 PTA役員の皆様、学級

代表の皆様、保護者の皆様のお陰だと思います。間違いなく苦労よりも得られるものの方が大きい１年

でした。



　書記３名はそれぞれが立候補してＰＴＡ執行部役員にはじめて参加しました。最初は慣れない作業に
戸惑い、一つの仕事を終わらせるのにも時間がかかりました。しかし、他の役員の方々の温かいサ
ポート、また書記３名で力を合わせることで徐々に慣れ、一年間楽しく活動することができました。
　補習校に通う子どもたちの生活が、先生方や歴代執行部、専門部の皆様のたゆまぬサポートで成り
立っていることも知ることができました。
　書記の仕事は私たちのような特別なスキルがない未経験者でも出来る仕事です。構えることなくぜひ
いろいろな方に積極的に参加して欲しいと思います。
　一緒に仕事ができたＰＴＡ役員の皆さん、またＰＴＡを通じて出会えた皆さんに感謝の気持ちで一杯で
す。一年間ありがとうございました。

書　記 １ 荒川、 ２ 森下 、 ３ 冨山

Ｉ Ｔ １ 広部 、 ２ 大里 

　今年は３年目の IT部役員を務めさせていただきました。正直なところ１年目は「なんとか PTAの年間活

動を理解した」、２年目に「 IT役員としての役割を果たせるようになった」という感じで、ようやく３年目に

初めてPTA役員の全体像が分かるようになってきました。今年もエネルギッシュな役員の皆様と一年間

楽しく過ごさせていただきました。非常に新しく気づかせられることが多く、日々子どもたちの学校生活

をより良いものにしようという皆様の熱意には頭が下がります。来年は４年目の役員を務めさせていた

だきますが、 IT役員の業務をある程度誰でもできる簡単な内容に変えていけるように頑張りたいと思い

ます。 ー広部

一年間を振り返って

　昨年の合同会議でくじ引きで選ばれた３人でしたので、 PTA広報誌作成やホームページ運営など右も

左もわからない状態からの出発でした。周りの方に支えられながら、「三人寄れば文殊の知恵」というよう

に、３人で相談しながら無事広報の仕事を行うことができました。

　子どもたちの補習校での生活は、教職員の方々はもちろんのこと、保護者の皆様の協力無しでは成り

立たないことを改めて感じ、今までお世話になった分、今年度は少しでも貢献できたらという思いで取り

組んで参りました。

　１年経った今、大変なこともありましたが、 PTAの仕事を通して子どもたちの笑顔が見れたり、シカゴ補

習校のことを詳しく知ることができたり、また多くの経験を積むことができたり、と充実した１年だったと感

じております。一年間ありがとうございました。

１ 橋詰 、 ２ 百﨑 、 ３ 肥田広　報



　部長という役目を通して補習校のことがよく理解できました。「補習校にとって何が必要なのか？」「保
護者としてどのような協力ができるのか？」など、前向きに考えることのできた充実した１年でした。ご協
力下さいました皆様のお陰です。本当にありがとうございました。ー田草川

　私は２学期からの引継ぎでしたが、部長さん、副部長さんがフォローしていただいたおかげで安心して
職務を果たすことができました。文化部員さんには、各イベントのヘルパーで快くご協力いただきました。
書道教室は、やり甲斐のあるお仕事です。細やかな準備は必要ですが、子ども達が楽しく真剣に書道に
向き合う姿を見ると、達成感を味わえます。ー杉本

　文化部員の方々がとても協力的で、副部長のメインの仕事である文化品貸出については、とても気持
ちよくスムーズに行うことができました。他のイベントでお手伝いに参加した際もやはり首尾よく進んだの
は文化部員や部長さんお二人のおかげだと思います。ー土橋

文化部 部長１ 田草川 、 ２ 杉本 、 副部長  土橋

一年間を振り返って

　図書部はアネゴ肌でリーダーシップのある部長１、鈍臭いけど真面目な部長２、頭の回転が早く気さく
な副部長１、鋭い視点とユーモア溢れる副部長２、４人のメンバーでそれぞれの良さを発揮し、良いチー
ムワークを発揮できたと思います。
　部長１、副部長１、２はいずれも立候補でベテランの皆様に加え、大役の部長２をまさかの１番くじで引
き当てました。おっかなびっくりの 1年でしたが、良いメンバーに恵まれ、忙しい中にも、思った以上に楽し
く１年を終えることができました。学級代表であり、図書部員である皆様の素晴らしいサポート、又、お当
番に入って下さった保護者の皆様のご協力もあり、スムーズに図書業務を遂行でき本当に良かったで
す。ありがとうございました !

図書部 部長１ 通山 、 ２ 堀口 、 副部長１ スタッキー  、 ２ 佐藤 

交通部 部長１ 武貞 、 ２ 松田 、 副部長１ 中田 

　立候補をした部長２人とくじ引きで決まった副部長の３人で始まりました。３人とも最初は右も左も分か
らず、前年の交通部の方々が残して下さった資料とにらめっこしながら、なんとかスタートを切ったことを
覚えています。
　たくさんの学校行事や、子どもたちの登下校に関する業務に携わり、今まで知らなかった学校運営の
流れを知ることができたと共に、たくさんの人との出会えることができました。教職員や保護者の皆様の
おかげで成り立っている補習校ですが、交通部も同じように皆様に支えられて一年間大きなトラブルや
事故も無く終えることができました。
　３人で振り返ってみるとあっという間だった一年間ですが、改めてやってよかったと思える、思い出に残
るものとなりました。多々ご迷惑をお掛けした点もあったかと思いますが、ありがとうございました。

　副会長や広報を経て、ここ数年はIT部部長と６年もの長い間PTA役員を務めてくださっていた大
里さんが、今年度を最後に退任されます。保護者への一斉メール配信を始め役員や学級代表選
出のシステム構築など、特にPTAのIT化に多大な貢献をしてくださいました。この場を借りてお礼
を申し上げます。ありがとうございました！



PTA活動報告

第3回学級代表・交通部合同会議

2020年2月1日(土) 午前9時～10時30分

大体育館にて

1. 開会

2. 吉川会長挨拶 

3. 島袋校長、小島教頭、小菅事務局長挨拶 

4. PTA専門部活動報告 （文化部、図書部、交通部） 

5. PTA執行部活動報告 （広報、IT、会計） 

6. 2020年度PTA執行部役員、専門部部長・副部長の選出

について

（１）2020年度会長・副会長１挨拶（ JCCC推薦） 
（２）執行部役員、専門部部長・副部長の選出

7. 学級代表ファイルの返却方法

8. 閉会（専門部会䛾案内）

第9回役員会

2020年2月15日(土) 午前9時～12時30分

応接室にて

執行部、専門部活動報告

全般

・諸連絡

・次年度PTA役員・専門部副部長選出の振り返り

・PTA規約改定要否確認

・次年度PTA総会の時間について見直し

・アルバム委員選出について

広報

・PTAだより発行のお知らせ

会計

・年度末ギフト

・次年度のPTA予算検討

文化部

・活動報告

・次年度子供向けイベント企画準備

図書部

・図書当番・児童監督当番の連絡方法変更についての案内

メール

交通部

・次年度の交通部員の募集

・駐車場利用　及び道路上での駐停車について

 
学校からの連絡

島袋校長

・次年度年間行事日程に関して

・きくぞうくん質問への回答

小菅事務局長

・その他　確認事項

一年間PTAだよりを読んでくださって

ありがとうございました。

来年度も引き続き PTAだよりを読ん

でくださいね。


