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次  第 

 

司会  教職員理事 塩沢 文敏 

(1)開 会 

 

(2)挨 拶                                  理事長 櫻井  勇 

 

(3)平成23年度役員紹介 

会 長 加藤 茂之      副会長 大川 由美子     副会長 井上 美智子 

理 事 木津 久子      理 事 橋本 香代子     理 事 福原 久美子 

理 事 三澤 富美子     理 事 塩沢 文敏      理 事 高瀬 英久 

書 記 舛尾 由美子     書 記 新井 勇治      会 計 加藤 幸子 

監 事 小田 澄子      監 事 佐瀬 清晴 

 

(4)議事録署名人の指名 

 

(5)議 事① 

第1号議案    平成23年度活動報告 

第2号議案    平成23年度収支決算報告 

         監査報告 

第3号議案    平成24年度役員候補者の承認 

 

(6)平成24年度役員の紹介と挨拶 

 

(7)議 事② 

第4号議案    平成24年度活動計画(案) 

第5号議案    平成24年度収支予算(案) 

 

(8)閉会 
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議 事 

第1号議案 

平成23年度活動報告 

2011年度総会～2012年度総会 

 （１）役員会  

  定例役員会の開催 

  原則毎月第2土曜日開催 

   第1回 2011年5月28日（土）15：30～17：00（応接室） 

   第2回 2011年6月18日（土）13：00～15：00（応接室） 

   第3回 2011年7月9日（土）13：00～15：20（応接室） 

   第4回 2011年9月10日（土）13：15～15：00（応接室） 

   第5回 2011年10月 8日（土）13：00～14：20（応接室） 

   第6回 2011年12月 10日（土）13：00～15：00（応接室） 

   第7回 2012年1月14日（土）13：00～15：00（応接室） 

   第8回 2012年3月10日（土）13：00～15：00（応接室） 

   第9回 2012年4月14日（土）13：00～14：50（中選択教室） 

  役員会の決定事項 

  第1回役員会 

   ○幹事会の開催 

年2回…6月18日（土）、2月25日（土） 

   ○各委員会担当役員 

    リサイクル委員会…大川、木津、三澤 

    イベント委員会…小田、橋本、舛尾 

    コミュニケーション委員会…井上、福原、加藤 

   ○原会計退任 

   ○学校担当役員 

    高等学校部会…新井 

    中学校部会…佐瀬 

    ※来年度から各学年に教職員を配置する 

  第2回役員会 

   ○ホームページ 

    開設しても対応が困難なため双方向機能は持たせない 

   ○定期総会 

    委員会の年間活動報告は、来年度から各委員会担当理事が行う 

   ○会計 

    保護者会計役員は、毎月学校にてチェックを行う 

   ○支援会レター 

    支援会レターは役員会で発行する 

    ※コミュニケーション委員会はホームページを受け持つ 

   ○茶話会 

    事前にコミュニケーション委員会で話題を決めておく 

   ○クラブ活動の補助 

    全国大会レベルの試合に出場する場合に検討する 

  第3回役員会 

   ○定期総会議事録 
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    塩沢理事が作成し、前役員で確認する 

   ○保護者用名札カード（入校証） 

    中高で台紙の色分け（学年の色）をし、入学年度と名字を記載したカードを生徒一人に対して 2枚、ス 

トラップケースを1枚配布する 

   ○学年担当部会の保護者担当役員 

    今年度はあいている役員が適宜対応し、来年度以降は今後の課題とする 

   ○年度途中の役員の退任 

    今年度は支援会レターで告知のみとし、来年度以降は細則等で対応する 

   ○支援会レター 

    支援会レター第5号の発行は 7月20日終業式とする 

  第4回役員会 

   ○ホームページについて 

    ブログ形式とする。支援会レター、お知らせは随時掲載する 

   ○会費返却 

    59組在籍しているが、下の学年の子供の分を返金する。返却申請書を用意 

   ○文化祭 

    支援会の後援で、「0からの風」を上映する。費用は 1万円。上映時間は10月 1日（土）9：30～11：30 

   ○支援会口座の名義変更 

    8月31日、加藤会長名義に変更完了 

   ○クラス幹事 

    まだ決まっていないクラスはこれからも勧誘を続ける 

   ○私学振興拡充支部大会 

    10月22日（土）に駒澤大学にて開催、81名の動員は各クラスから 2名ずつ担任に選出してもらう。 

手伝いの20名は中学幹事から選ぶ 

  第5回役員会 

   ○学年保護者懇談会 

    9月10日（土）に中 1が実施。11月2日（水）に中 3が、11月19日（土）に高 1が実施予定 

   ○クラス幹事 

    今後決定する幹事は学校（学年）担当とする 

第6回役員会 

○クラス幹事 

    来年度からは年度当初（4月）の保護者会で必ず 2名を選出する 

   ○支援会レターの発行 

    2学期中に第6号を発行する 

   ○委員会等の活動報告書 

    提出する書類については統一した書式があった方が良い。学校側で検討する 

   ○高校卒業式でのコサージュ 

    当初の予算（一人当たり 300円）では無理なので 500円にする。支援会費で不足する場合は学級費を 

使用する。来年度以降の事は今後検討する 

   ○PTA保険 

    加入することを前提に、来年度の予算に組み込むよう細部を検討する 

   ○新入生オリエンテーションでの支援会の説明 

    プリントを配布して、口頭で説明する 

  第7回役員会 

   ○来年度クラス幹事 
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    年度当初（4月）の保護者会で互選により 2名選出 

   ○生徒支援会レター 

    第7号を高三には卒業式当日（3月1日）、他の学年には（一部内容を変えて）3月中に配布する 

  第8回役員会 

   ○ホームページ 

    年次更新費用の予算化 

   ○入学式の参列 

    平成24年度より会長は壇上に上がる 

  第9回役員会 

   ○平成24年度の役員会開催日取り 

    基本的に毎月第2土曜日 13：00から開催する 

   ○平成24年度の役員 

    候補者が決定する 

   ○平成24年度の新規活動 

    「平成24年女性のための健康応援セミナー」を後援する 

   ○平成24年度各委員会の教職員担当者の決定 

 

（２）幹事会 

 幹事会の開催 

  第1回幹事会 6月18日（土）14：00～16：30（701教室） 

   各委員会の活動内容の説明 

   各委員会の委員決め 

   各委員会の役員決め 

  第2回幹事会 2月25日（土）14：00～16：30（701教室） 

   役員会及び各委員会の活動報告と反省、次年度への課題 

 

（３）リサイクル委員会 

  委員会の開催 

   第1回 2011年6月18日（土）17：00～18：00（701教室） 

   第2回 2011年9月3日（土）10：00～12：00（作法室） 

   第3回 2011年9月30日（金）13：00～15：00（304教室） 

   第4回 2011年10月 1日（土）16：00～16：30（応接室） 

   第5回 2011年11月 26日（土）10：00～12：00（作法室） 

   第6回 2012年1月28日（土）10：00～12：00（作法室） 

      

「リサイクル委員会」から制服等回収のお知らせ発行 

   2011年6月…7月16日、19日保護者会当日回収（中高対象） 

2011年9月…9月17日中学体育大会当日回収（中学対象） 

2011年12月…12月21日、22日保護者会当日回収（中高対象） 

2012年3月1日…卒業後の回収（高 3対象） 

2012年4月…保護者会当日回収（中高対象 但し新入生除外） 

2012年5月…総会当日回収（中高対象、但し新入生除外） 

  委員会の討議内容 

  第1回委員会 

○役員の選出 
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    委員長 玉井 理恵（高 1T）      副委員長 松下 典子（中3F） 

    会 計 竹内 彰子（中 3D）、加園 道子（中3E） 

    書記 高木 英美子（高 2E）、海老沢 友佳子（中 1B）、 陰山 美紀（中1D） 

   ○活動内容の検討 

    制服のリサイクルを三黌祭で行う 

    ※本のリサイクルを検討 

   ○リサイクル活動の紹介 

    回収日時の周知と回収方法 

    今後の活動予定 

  第2回委員会 

○三黌祭の準備 

    リサイクル品の仕分けと分別品の保管 

    価格の決定 

    事前準備及び当日の確認 

  第3回委員会 

   ○三黌祭前日の準備 

    会場の設営と掲示物作成、当日作業の確認 

  第4回委員会 

   ○収益等の報告 

    来場者数…のべ173名、収益金…55,900円 

   ○意見交換 

  第5回委員会 

   ○三黌祭後の確認事項 

   ○イベント委員会からの意見 

    二日目、教室の片づけが大変であった（リサイクル品の販売なしの影響） 

    二日目にリサイクル品を持参する方が多く対応に苦慮した 

   ○次年度の活動について意見交換 

    リサイクル品の保管を良好にしたい 

    保管している部屋を整理する 

    リサイクル品の提供者に礼状を出す 

    担当教諭の参加が無い 

○保護者の理解を深める 

    委員会の楽しさを保護者に伝える 

    具体的な周知活動を行う 

   ○今後の活動 

    5月までに次年度引き継ぎ書を作成 

  第6回委員会 

   ○今後の活動予定 

   ○回収品のメンテナンス 

    作法室で作業を行う 

    保管室を整理する 

    不用品を廃棄 

    防虫剤・除湿剤を「回収品保管箱」へ入れる作業を 2月に実施 
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（４）イベント委員会 

  委員会の開催 

   第１回2011年6月19日（土） 15:30～（理科室） 

   第２回2011年7月2日（土） 13: 30～（中1Ｆ教室） 

   第３回2011年9月10日(土） 11:00～（701教室） 

  委員会の討議内容 

   ○正副委員長決め 

委員長:佐藤伊都子（高 1C）      副委員長：澤勢津子（中 1Ｆ） 

会 計：村井恵美奈（中 3G）      書 記：鈴村和美（中１C） 

   ○イベント委員会の行事について 

三黌祭で昨年度大好評だった模擬店を出店しよう 

二日間出店でパン団子の販売を行うも大好評のうちに完売 

   ○その他 

    少ない情報の中で手探りで始めた出店だったが大成功を収めたこの経験を生かし三黌祭・体育祭など学

校の行事に合わせ、多彩なイベントが開催出来ればと思う 

収益金…59,030円 

 

（５）コミュニケーション委員会 

  委員会の開催 

   第1回 2011年7月9日（土）10：00～12：00（応接室） 

   第2回 2011年9月10日（土）10：00～12：00（応接室） 

   第3回 2011年10月 8日（土）10：00～12：00（応接室） 

   第4回 2011年12月 10日（土）10：00～12：00（応接室） 

   第5回2012年1月14日（土）10：00～12：00（応接室） 

  委員会の討議内容 

   ○ホームページについて 

    双方向の機能は持たせない 

    パスワードを入力して画面を見られるようにする 

    原稿を掲載する場合は学校の確認が必要 

記事を載せる場合は、フォーマットを利用してコミュニケーション委員会を通す 

見積書依頼及び検討 

掲載項目の検討と取材割り当て 

   ○コミュニケーション委員会の催し物 

    企業の無料出張講座 

    総会時の講演会 

    保護者向け手作り講習会（委員会内プリザーブドフラワー講習会の実施） 

○その他 

クラス幹事の一覧を全会員に配布したら？ 

 

（６）高等学校担当 

  担当部会の開催と討議内容 

   ○3年 

    卒業生のコサージュ…今年度は活動開始が遅くなったので、懇親会・講演会の企画はせず、卒業時に卒 

業生の胸にコサージュをつけて式に参列する 

   コサージュの種類…生花とする 
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予算…当初300円の予算であったが、最終的には 500円となる。不足が出た場合は、学級費から支出 

   ○2年 

    学年講演会…2011年 11月19日（土）14：00～16：00（講堂） 

    参加者…253名 

    内容…大学受験講演会（ベネッセ片山 俊氏） 

   ○1年 

    学年講演会と合同懇親会…2011年11月19日（土）14：00～16：00（食堂） 

    参加者…149名 

    内容…失敗しない文理選択（リクルート丹波 秀和氏）、各クラス茶話会 

 

（７）中学校担当 

  担当部会の開催と討議内容 

   ○3年 

    学年懇親会…2011年 11月2日（水）13：30～14：30（食堂） 

    参加者…164名 

    内容…学級の様子、部活の情報交換、その他 

    卒業を祝う会の開催（アンケート調査を実施）…2012年3月22日（木）12：20～（食堂） 

   ○2年 

    学級懇親会…2011年 11月2日（水）16：30～17：00（各教室） 

    参加者…A組21名、B組18名、C組22名、D組20名、E組22名 

    内容…自己紹介、茶話会に対する意見、その他 

   ○1年 

    学年懇親会…2011年９月10日（土）14：00～17：00（食堂） 

    参加者…158名 

    内容…受験期の体験、入学後の学習、部活の情報交換、その他 

 

 

第2号議案 

平成23年度収支決算報告…収支決算書は10ページをご覧ください。 

監査報告 

 

第3号議案 

平成24年度役員候補者の承認 

会 長 村上 由紀子(高一保護者) 

副会長 橋本 香代子(高二保護者)     副会長 茂木 綾女 (高一保護者) 

理 事 岩原 晋子 (高一保護者)     理 事 小田 澄子 (中三保護者) 

理 事 前田 由紀子(中二保護者)     理 事 西山 順一 (中二保護者) 

理 事 塩沢 文敏 (学園教職員)     理 事 高瀬 英久 (学園教職員) 

書 記 高橋 優子 (中二保護者)     書 記 新井 勇治 (学園教職員) 

会 計 武内 晴美 (中三保護者)     会 計 高瀬 英久 (学園教職員 理事と兼務) 

監 事 大坂 みちよ(高二保護者)     監 事 佐瀬 清晴 (学園教職員) 

 

（新会長の挨拶と議長交代）  
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第4号議案 

  平成24年度活動計画(案) 

  ◎役員会   

1．定期総会開催(6月最初の土曜日) 

   2．役員会開催(定例会毎月第 2土曜日予定) 

   3．幹事会開催(5月、2月) 

   4．研修会の開催（イベント、コミュニケーション委員会に委ねる） 

①平成24年女性の健康応援セミナーの後援 ②ネットトラブル対策に関する保護者対象研修会 

5．その他 

  ◎幹事会 

   1．委員会(リサイクル、イベント、コミュニケーション、学年)委員の選出 

2．委員会活動計画案策定 

   3．その他 

  ◎委員会 

   1．リサイクル委員会 

・委員会開催 

    ・制服等のリサイクルに関する活動 

    ・その他 

   2．イベント委員会 

・委員会開催 

    ・学園行事への参画等の活動 

    ・研修会や講演会の実施 

    ・その他 

  3．コミュニケーション委員会 

・委員会開催 

    ・各種行事の取材とホームページ掲載記事の作成 

    ・各種アンケート取材 

    ・研修会や講演会の実施 

    ・その他 

   4．学年委員会 

・委員会開催 

    ・茶話会・懇親会等の企画実施 

    ・講演会等文化活動の企画実施 

・学年・クラスにおける行事等の補佐 

・その他 

 

第5号議案 

  収支決算・予算…収支決算・予算については生徒支援会ホームページ内「収支決算・予算」をご覧ください。 


