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平成２1 年度 PTA 新体制スタート！ ＰＴＡ通信名は ｢学園の風｣ に決定！ 

去る 6 月 9 日の PTA 総会において新役員が承認され、新体制がスタートしました。 
 

理事の皆さんをご紹介します。                   
役職名  氏名 生徒学級 

会長 井澗  誠 3-1 / 3G 
副会長 堀切 庸滋 1G 
副会長 岩崎 央 1H 
副会長 二上 恭子 2H / 3G 
会計 山本 紳次 3B 
監事 平野 道夫 2B 
監事 光吉 直也 2D 
監事 川本 博司 1G 
総務部長 岩本 浩典 2G 
総務部副部長 溝口 幸一 1Ｈ / 3G 
総務部副部長 津村 千鶴子 2H 
健全育成部長 山根 一人 2G 
健全育成副部長 林 佐代子 3D 
健全育成副部長 榎本 博文 1G 
教養部長 倉谷 智鶴幸 3G 
教養部副部長 溝口 夏帆子 1Ｈ / 3G 
教養部副部長 林 和子 1H 
中学部部長 前垣内 仁志 3-1 
中学部副部長 辻本 新 2-2 
中学部副部長 北 裕喜彦 3-2 
中学部副部長 愛須 浩行 1-2 
1 学年委員長 梅田 昌宏 1F 
1 学年副委員長 榎本 敦彦 1A 
1 学年副委員長 花村 裕美子 1H 
2 学年委員長 田中 辰雄 2C 
2 学年副委員長 伏野 大輔 2A 
2 学年副委員長 仲 美樹子 2C 
3 学年委員長 松葉 一 3A 
3 学年副委員長 梶川 栄 3D 
3 学年副委員長 岩本 仁美 3G 
地区委員長 輪玉 康弘 1D 
地区副委員長 前川 和也 3C 
地区副委員長 平 仁美 2D 

    
  田辺中学校・高等学校の公式ホームページは 

http://www.tanabe-h.wakayama-c.ed.jp/ をご参照

下さい。（行事・大会等の報告を更新したいと思います） 

 

学校職員の理事の皆さんです。 

校長 濵野 公二 

教頭 坂田 和彦 

中学校教頭 阪本 博只 

事務長 泉  康夫 

総務部長 汐崎 一郎 

教務部長 土永 浩史 

進路指導部長 桑原 広弥 

生活指導部長 愛須 貴志 

生徒活動部長 夏目 康弘 

1学年主任 稗田 眞由美 

2学年主任 山下 人 

3学年主任 原  義則 

PTA職員 木村 祥子 

 
PTA 総会での質疑応答について（抜粋） 
 
① 会計報告の内容を文書にして総会資料に添付しては

どうか？ 

来年度に向けて検討したいと思います。 

② ＰＴＡ住宅会計について再度検討する必要があるの

ではないか？ 住宅会計の資料を出して欲しい。 

今後必要かどうかも含め、どのようにすれば適切か

を今年度の理事会等でさらに検討することにします。 

資料はわかる範囲で提出したいと思います。 

③ ４つの会計をひとつにまとめるべきではないか？ 

どのようにまとめるのがよいか検討します。 

④ 規約の一部改正について、第３章第８条と第９条の

理事も学校理事となるのではないか？ 

  ご指摘の通り、今回の改正で変更となる部分です。 

⑤ 第５章第１７条の委員総会とはどのようなメンバー

構成か？ 総会に代るものとしているが。 
委員総会は会長が招集できることになっていますが、

有名無実化していて、ほとんど機能していません。

どこまでがメンバーなのかも含め、これから確認し

た上で精査します。 

 

総会では上記のようなご指摘をいただきました。来

年度に向け協議、検討したいと思います。たくさん

の貴重なご意見ありがとうございました。 

学学  園園  のの  風風  

http://www.tanabe-h.wakayama-c.ed.jp/�


 《 事業部活動計画 ２００９ 》  
    [総務部]                             

１．広報活動の充実 

HP（ホームページ）の更新  

ＰＴＡ通信 ｢学園の風｣ の発行（年３回） 

２．PTA 規約の見直し 

     文言や規約内容の整備 

 

[健全育成部] 

１． 生徒の登校調査 

年 2 回実施予定 （6 月、１１月） 

通学時の服装、交通マナーの観察 

２． 紀南６校本部役員会（PTA 生活指導連合会） 

  ７月、１２月に参加予定 

３． 田辺市の暴力追放パレードへの参加（１０月） 

４． その他学校への要望等 

・学校前道路における通学時の安全について 

   ・自転車通学の学校前交差点の通行指導 

   ・保護者の送迎マナーについて（特に雨天時） 

◆

      

朝の登校時の車による送迎は、校門から下の道

にかけて大変混雑して危険です。送迎時の乗降可

能なエリアを明示した地図を配布しましたので、送

迎される皆様はルールを遵守してください。 

 [教養部]  教養部活動スタート！ 

－『心理学』の講演会・文化祭には『ハープコン

サート』－ 

     ６月１９日に第１回教養部会を開きました。１３名の部

員とＰＴＡ会長、副会長も参加して頂き、和やかな会

を持てました。早速、新部員から活発な意見があり、

頼もしい限りです。さて、７月１８日（土）の講演会では、

和歌山大学の米澤教授を講師にお願いし、『心理学』

を学びたいと考えております。“学生”になって「心理

テスト」を体験しながら、〈親と子の相互理解〉〈子供へ

の支援のあり方〉について考えてみませんか？講演

後、座談会にも気楽にご参加ください。お茶と部員の

手作りクッキーも用意しています。また、２学期の文

化祭の｢ミニコンサート｣では、玉置和美さんの『アイリ

ッシュハープ』（グランドハープの次の大きさ）の演奏

を企画しています。当日、同窓会館で優しい音色を披

露して下さいます。楽しみですね！乞うご期待！！！ 

    恒例の｢カフェ・ドゥ・ママン｣も皆様に手作り菓子を喜

んで頂けるよう、さらにパワーアップしてご来店をお待

ちしています。講演会では、親も勉強する機会を、文

化祭の行事参加では、学校に足を運んで下さるきっ

かけになればと思っています。どうぞ、教養部の活動

に積極的なご参加をお願いします。 

（教養部長 倉谷 智鶴幸） 

     [中学部]  

秋の学校開放週間での保護者会の内容について 

・ １、２年生は昨年度の活動をベースに懇談

会を開催する 

・ ３年生は進路（高等学校での学習内容等）

に関する説明会を実施する 

           

 

《文武両道》  
文武両道をモットーに、生徒達は日々勉強とクラブ活動 

の両立を目指してがんばっています。総体で彼らはすばらし 

い成績と感動を残してくれました。全国大会（インターハイ）、 

近畿大会に出場される皆さんの健闘をお祈りしています。 

今月は野球部を始め、夏の大会が始まります。夏休みに入 

ると、吹奏楽部、合唱部など、文化部のコンクールや大会が 

始まります。日頃の練習の成果を思う存分発揮して、悔いの 

ない日々を過ごしてほしいと思います。 

 

全国大会出場  ボート部(女子)  少林寺拳法部（女子） 

  

近畿大会出場  卓球部 水泳部 バスケット部（女子）  

陸上部 ボート部  テニス部(男子) 

剣道部(女子) 柔道部(女子) ワンゲル部  

バレー部(男子) ホッケー部(女子)  
           
 

PTA 役員便り 

去る６月２７日（土）に奈良市で開催された近畿地区高等学校 

PTA 連合会大会に、３役で参加しました。パネルディスカッション 

や山本浩之アナウンサーの講演など、大変有意義な一日でした。 

                （会場前にて） 

＝進路だより＝ 
       大学見学会のお知らせ 
  日  時  ８月 ７日(金) 午前８時出発 
  見学校  京都大学、同志社大学 
  参加費  ４０００円  
※ 尚、今年度の見学会は締め切りました。 

 
編集後記   
新年度が船出しました。旧役員の２人が新役員に残り、何かと心強く思います。 PTA 通

信のネーミングも一新しました。内容はまだまだですが、少しずつコンテンツを充実させ

たいと考えています。 皆様方のご協力をお願い申し上げます。  （Mac） 
 


