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新年度の PTA 活動がスタート！植栽活動、第１回研修会、講演会の様子を紹介します。

6/24(木)
PTA 植栽活動

晴天の下、１１名の保護者と高等部２年
生の６名で植栽活動を行いました。生徒と
保護者が３人組になり、マリーゴールド、
ベゴニア、サルビアの花苗を植え、固形肥
料を一つずつ置き、じょうろで水やりをし

ました。参加した保護者の方からは、「普段接することのない
生徒たちと楽しく活動ができた」というような声をたくさんい
ただきました。校舎前が華やかになり、9 月まで私たちの目を
楽しませてくれるようです。
くれています。

第１回ＰＴＡ研修会

6/24(木)

進路研修会

任意後見や身元保証について取り扱っている株式会社 needs now の代表
である鐙将算さんを講師にお迎えし、「親亡き後の我が子の支援について（成
年後見制度を活用）」というテーマでお話をしていただきました。
参加した保護者の方からは、「頭の奥でずっとある課題だったので、聞く
ことができ、良かったです。」「とても
重要なことなのですが、今まで考えてこ
(株)Needs Now

なかったので、これを機会にもっと勉強

代表取締役

していきたいと思いました。」という感

あぶみ

鐙

まさかず

将算

氏

想が寄せられています。
また来年度も卒業後の支援について学
べる研修の場を設けたいと思います。

PTA 講演会「GIGA スクール体験入学！」７／７（水）
約 70 名の保護者の参加の下、新しく導入されたタブレット端末を使って講演がありまし
た。前半は、本校の ICT 機器を使った学習やネット使用の実態の紹介、次にタブレット端
末を使って実際学習で使っているアプリの体験、後半は、子どもが家庭で情報機器を使用す
る際の家庭での約束についての講話でした。保護者の方からは、「学校の実態を知ることが
できてよかった」「子どもと端末使用の仕方について話し合いたい」「もっと学校でタブレ
ット端末を使って学習してほしい」などのアンケートが寄せられ、今後の学習に生かしてい
きたいと考えています。
最大４７種類のアプリがイン

(資料から抜粋)

ストールされています。実際

子どもたちのメディアバランスを整えるために
（2019：Common Sense Education）

手に触れて使ってみることを
楽しみました。

・時間の約束でなく、行動と結びつける
・約束を明確にする
（いつ、どんなものを使用するのか）
・約束が守れなくても子どものせいにしない
(守れない理由を一緒に確認し、守れたら褒める)
・家庭での関わりを大切にする
（一緒に遊ぶ、話題の共有）
・文化的、感覚的、身体的な、本物体験の機会を
作る
＊不参加で資料がほしい方は、学級担任にお知ら
せください。

今後のＰＴＡ活動予定
８月 ４日(水) 研修部、文化部会
９月 15 日(水) 役員部会
（会長、副会長、事務局）
９月 27 日(月)～３０日(木)
下校時一声運動

イオンギフトカードの使途をお知らせし
ます。

１０月４日(月)～８日(金)

１０月５日(火)

登校時一声運動

・Bluetooth

スピーカー3 台(各学部)

清掃活動

・高圧洗浄機

2 台（高 ビル・クリ班）

先輩保護者と語る会

・テレビ 24 型

1台

※学園祭の練習日程により変更になって

・カラーインク（各学部）

おります。
11 月 20 日(土) 親子チャレンジクラブ

・PTA 活動用飲料（お茶・アクエリ）

家庭でできる PTA
活動！
ウエス、雑巾のご協
力もお願いします。

以上、学習場面で活用していきたいと思

・みどりっこ夏まつり

います。引き続きイオン感謝デーでのイエ
ローレシートのご協力をお願いします。

ＰＴＡ通信
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Ｎｏ．２(改訂版)

令和 3 年度のＰＴＡ役員及び各部所属を紹介します。

※敬称略

ＰＴＡ会長

岩﨑由紀（高３陽斗）

ＰＴＡ副会長

佐々木明子（高３壮） 伊藤未沙（中３雅） 伊藤浩人（小６一颯） 渡部透校長

会計監査

齊藤慶子（高２ 樹） 大久保智子（中３ 悠路） ＊２名とも文化部所属

研修部長

小幡律子（高２奏空） 文化部長

菅原睦子（中２光生） 厚生部長

水澤理香（小５穂乃香）

学級評議員
研修部

小野寺勝之（小４優）

文化部

大渕久美子（小２桜希）

厚生部

飯坂亜矢子（小１春馬）

増野絵里（中１航）

安田美代子（中３菜奈美）

檜森ひろみ（中１瑠奈）

小川里美（中２愛子）

加藤由佳（高１克隆）

工藤睦美（中３陽向）

土田光枝（高１優空）

菊地香織（高２孔）

小林郁子（高２大慈）

鎌田佳奈子（高３心）

一人一役(専門部所属一覧)
研修部

小

真壁(1) 伊藤(3･4-1 夏) 伊藤(3･4-2 涼) 小沼(５) 千葉(５)

中

菅生(1-1) 宮川(1-1) 天野(3-1) 鈴木(3-1 大成)
京谷(1-1) 鈴木(1-1) 千田(1-1) 太田(1-2) 深井(1-2) 森田(1-2）

高

岡根(2-1) 工藤(2-1 優) 髙橋(2-1) 京谷(2-2) 奈良(2-2) 藤澤(2-2)
加藤(3-1) 金子(3-1) 相原(3-2) 嶋崎(3-2) 髙田(3-2) 吉田(3-2)

文化部

小

小坂(１) 工藤(２) 角崎(3･4-2) 門田(3･4-2) 大友(5) 吉田(5) 佐藤(6)

中

菊地(1-1) 吉田(1-2) 目黒(2-1) 小坂(3-1) 澤木(3-1) 大森(3-2)
籾山(3-2)
板見谷(1-1) 鎌田(1-1) 畠山(1-1) 佐々木(1-2 春) 佐々木(1-2 愛)

高

佐藤(1-2 巧) 石山(2-1) 佐藤(2-1 涼) 菅生(2-1) 米谷(2-1) 工藤(2-2 彩)
菅原(2-2 駿) 鎌田(3-1 桃) 小玉(3-1) 畠山(3-1) 伊藤(3-2 航) 山田(3-2)
和合谷(3-2)

厚生部

小

畠山(3･4-1) 三浦(3･4-1) 佐藤(3･4-2) 高橋(5) 鈴木(6)

中

溝淵(1-1) 近藤(1-2) 向川(1-2) 工藤(2-1) 丸谷(2-1) 鈴木(3-1 海)
石垣(3-2) 藤井(3-2)

高

小仲(1-1) 佐藤(1-1 悠) 戸澤(1-1) 吉澤(1-1) 加藤(1-2 圭) 児玉(1-2)
藤田(1-2) 三浦(1-2) 天野(2-1) 大沢(2-1) 小栁(2-1) 夏井(2-1)
佐藤(2-2 莉) 菅原(2-2 一) 瀨川(2-2) 西方(2-3) 井澤(3-1) 伊藤(3-1 叶)
鷺(3-1) 佐藤(3-1) 齋藤(3-2) 仲村(3-2)

※姓（学年―学級）で表記しています。同学年に同姓の方がいる場合は、お子さんの名前の一文
字を追記しています。一年間よろしくお願いします。

令和３年度 第２回ＰＴＡ専門部会・役員会
５月２０日(木)、今年度選出された新しい役員･評議員の皆さんにお集まりいただき、実施しま
した。まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大により、ＰＴＡ活動も例年通りとはいかないです
が、「子ども達の活動を大事にするために、保護者と学校が協力してＰＴＡ活動を盛り上げまし
ょう。」ということを役員の皆様と共有した時間でした。各部の話し合いの結果をお知らせしま
す。

文化部

研修部
年 3 回の研修会を計画しています。
6/24(木) 進路研修会(案内済み)
10/ 7(木) 先輩保護者と語る会
2月

未定(第 3 回全校ＰＴＡと
同日開催)

厚生部
新型コロナウイルスの感染予防として、8

イオンのイエローレシート店頭活動につ
いては当分見合わせます。
一声運動については、登校時の他に、下
校時も行う予定ですので、皆様のご協力
をお願いします。

役員会・事務局
6/24(木)植栽活動(案内済み)

月の親子チャレンジクラブは中止にしま

10/ 7(木)清掃活動

した。11/20(土)は「親子でダンス」を

10/16(土)学園祭の軽食販売、3/ 9(水)

計画しています。講師は、現在交渉中で

卒業を祝う会については、社会状況に応

す。

じて実施するか検討します。

各専門部の年間の活動について、各部で活発に話し合われました。保護者の皆様には、家庭
でできるＰＴＡ活動も併せて、できる範囲で「一人一活動」を目指し、一つでもご協力いただ
きたいと願っています。

家庭でできるＰＴＡ活動

天王みどり学園は、イオン「幸せの
黄色いレシートキャンペーンに参加
しています！
毎月１１日、買い物の際受け取れる黄色
いレシートを「天王みどり学園」のボック
スに入れると、年間の売り上げ合計金額の
１％が学校に寄贈されます。
イオンスーパーセンター五城目店とイオン
土崎港店、昨年度からマックスバリュ東北
の各店舗でも本校のボックスが設置されま
した。おかげさまで、昨年度分として総額
１９８，０００円が寄贈されました。是非、
保護者の皆様もご協力ください。

昨年に引き続き「ウエス」と「雑
巾」を集めます。
ウエス～綿 100％の布地
(古タオル、T シャツ等)
約 15×20ｃｍに切る。
雑 巾～使い古したフェイスタオ
ルを 4 つ折りにし、端の
四辺と中央を交差して縫
ってください。ミシンで
も手縫いでもいいです。
随時、受け付けます！！

