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東京都公立中学校ＰＴＡ協議会

会長

水上 幸夫

平成２４年度重点活動目標 「心豊かな子どもを育てる PTA 活動の推進」
（１）中学校教育の質的充実をめざして子どもの適正・能力に応じた教育の実践が着実に展開されるよう教育の振興に努める。
（２）学校 PTA、地区 P 連が抱える課題の把握に努め、その解決に向けて活動を企画し、会員意識の向上に努める。
（３）様々な教育改革に対し学校 PTA、地区 P 連と協力し学校・家庭・地域社会の連携を強化し、時代にあった協力体制の創造に
努め、会員の要望を都教育委員会へ強く反映させ、関係諸機関への働きかけの一層の充実に努める。

＊＊＊

新年度

会長挨拶

＊＊＊

こんにちは。日頃から都中 P の活動へのご理解、ご協力有難うございます。
今年度も引き続き、都中 P 会長をさせて頂きます文京区推薦理事の水上（みずかみ）
です。今年度は 5 年先、10 年先の活動を考えながらの第一歩の年、次年度への
橋渡しの年と考えています。定期総会で承認されましたメンバーと共に力を合わせ、
発想の転換・チャレンジ精神をもって取り組んでいきたいと思います。会員の皆様が各地区、各単位 PTA で活躍さ
れている声を真摯に受け止め、活動の中心に置きながら形にしていきたいと考えておりますので、積極的な参加、
ご協力よろしくお願いします。

＜総会報告＞
平成 24 年 6 月 20 日 第 64 回 定期総会が行われ、全ての議案が承認されました。
1 号議案 平成 23 年度 事業・活動報告
2 号議案 平成 23 年度 決算報告・監査報告
3 号議案 平成 24 年度 理事・推薦理事・派遣理事の承認
4 号議案 平成 24 年度 役員・委員長・監事の承認
5 号議案 平成 24 年度 重点活動目標・事業・活動計画
6 号議案 平成 24 年度 予算

平成 24 年度 役員、委員長、監事、派遣理事紹介
役職

氏名

出身 PTA

役職

氏名

出身 PTA

会長

水上幸夫

文京区 第十中

総務財政委員長

谷代美保子

多摩市 聖ヶ丘中

副会長

田宮幹之

台東区 柏葉中

研修委員長

田谷克裕

港区 朝日中

岩田 暁

板橋区 第一中

広報委員長

三輪英則

多摩市 多摩永山中

池田由美

荒川区 原中

監事

櫻田幸一

杉並区 東原中

牛島順子

目黒区 第四中（校長会）

金山滋美

八王子市 松木中

加納京子

町田市 第三中

鎌倉真由美

町田市 鶴川中

尾形優造

港区 お台場学園 (小中一貫)

堧水尾裕文

青梅市 第七中（校長会）

松岡敬明

武蔵野市 第一中（校長会）

井上深雪

杉並区 大宮中

鍵和田和明

世田谷区 深沢中

竹中誠一

港区 御成門中

檜山真一

足立区 蒲原中

津久井芳子

台東区 浅草中

由井良昌

杉並区 和泉中（校長会）

総務理事

会計理事

派遣理事

＜全都中学校地区 PTA 連合会 会長会 報告＞
◇「緊急連絡網」と「学校選択制」が話題の中心に
日時：7 月 4 日（水）19:00～21:00 場所：港区立御成門中学校 1 階 コミュニティルーム
昨年 8 月、有意義に開催(都中 P 通信 No.13 に記事掲載)
された、「全都中学校地区 PTA 連合会 会長会」が、
今年は 7 月に開催され、11 地区が集まりました。
「語ろう PTA、話そう互いの情報を」をスローガンに、
各地区で一番話題/課題となっていることについて
情報交換、意見交換を行い、昨年は「学校選択制」と
「小中一貫教育」について意見が集まりましたが、
今年は「緊急連絡網」「学校選択制」に意見が集まりました。その他、PTA 会員同士の情報共有、学校と単
位 PTA 間の連携、地区教育委員会との連携、地域との連携、周辺地区 P 連との連携、現状を含めた各地
区での話題/課題がトピックとしてあがりました。各地区での課題は異なりますが、子どもたちの幸福な成
長を願う気持ちは同じであり、それを実感した「全都中学校地区 PTA 連合会 会長会」となりました。
総務理事 尾形優造
＜派遣報告＞
◇第 6 回「東京万引き防止官民合同会議」 6 月 28 日（木） 警視庁にて
警視庁副総監、東京都青少年治安対策本部長はじめ教育庁、関係業界団体、健全育成関係の団体等 70
名ほどが出席し、官民一体で万引きをなくそうとする大きな会議です。前年と比べ、今年 5 月の同月比で
は少年の補導件数は 24,6%も減少しているそうで、この会議の取り組みも効果大と感じました。しかし事業
者のアンケートの中には「中学生の万引きが増えている」という答えもあり、安心はできません。都中 P か
らは地域の店舗と学校が協力した取り組み例や生徒へのアンケート等を保護者会に反映し、規範意識を
再認識する必要性などを提案しました。7 月 20 日には「万引きゼロの日」キャンペーンを SHIBUYA109 に
て開催、第 3 回「万引き追放 SUMMER キャンペーン」〜万引きをしない させない 見逃さない〜を 7 月 25
日（水）13 時 30 分〜15 時 15 分、日比谷公会堂にて開催します。万引き防止対策の公開講座や万引き防
止音楽劇があります、ぜひご参加下さい。
監事 金山滋美

◇「都立高等学校道徳教育検討委員会」 第 1 回委員会 7 月 5 日(木) 都庁にて
生徒一人一人の人間としての在り方、生き方等に関連する自覚を深め、道徳的実践力を高める都立高等
学校の道徳教育を充実させるため「都立高等学校道徳教育検討委員会」が東京都教育委員会により設置
されました。委員は、外部機関及び学校関係者 9 名、庁内関係者 10 名の合計 19 名で構成されています。
委員会の目的は、東京都設定教科・科目「道徳・奉仕」(仮称)の在り方を検討し、「道徳・奉仕」に関する
「道徳教育教材集」及び「指導資料集」を作成することです。2 時間にわたり、教科「奉仕」の取組と成果に
ついての報告を含め、都立高校生に身に付けさせたい力について、また教材の形式について協議されま
した。第 2 回委員会は 8 月を予定されています。
総務理事 尾形優造

（社 ）日 本 PTA 全 国 協 議 会 ：募 金 報 告
各単 P より沢山の心のこもった寄付金をいただき有難うございます。お陰様で総額 743,396 円の募金が集
まり、6 月 22 日に（社）日本 PTA 全国協議会に入金をいたしました。尚、今回の〆切に間に合わなかった
寄付金は第二回に入金をいたします。
それまでは責任を持って都中 P 口座に預からせていただきます。
事務局：今村
セイフティプラン２４

【中途加入できます】

都中Ｐが厚生事業として運用している会員向け団体保険。個人会員で加入。犯罪被害にも対応しており、東京都の
「犯罪被害者等支援を進める会議」においても、他保険ではあまりない被害事故補償（交通事故含む）を打ち出し
た保険として高い評価を得ている。加入、問い合わせは都中Ｐまで。 E-mail：jpta@tokyo-jpta.org

