
SEIKYO
GAKUEN

www.seikyo.ed.jp

PTA
ホームページのご案内

ぜひ一度ご覧ください!
随時更新されるPTAからの情報をチェック

PTAを

クリッ
ク！

　PTA会員の皆さま、2022年度ご入学、ご進級おめでとうございます。昨年度に
引き続き、今年度も会長を務めさせていただきます溝端正でございます。
　清教学園PTA活動は、
・お子さまの学園生活を色々な角度からサポートすること
・保護者様同士のコミュニケーションの場を創出すること
が大きな２本柱です。
　まだ、思うように活動できない時間が続いておりますが、今年度こそお子さまに、また、保護者の
皆さまに、明るい陽が差し、楽しい活動ができますことを心から願っております。
　With CORONAの時代に入ります。
　これまでの活動や、前例を参考にしつつ、新しい清教学園PTA活動を推進していきたいと思います。
皆さまの忌憚ないご意見、ご要望をお待ちしております。今年度１年間よろしくお願い申し上げます。

　PTA会員の皆さま、2022年度ご入学、ご進級おめでとうございます。昨年度に
引き続き、今年度も会長を務めさせていただきます溝端正でございます。
　清教学園PTA活動は、
・お子さまの学園生活を色々な角度からサポートすること
・保護者様同士のコミュニケーションの場を創出すること
が大きな２本柱です。
　まだ、思うように活動できない時間が続いておりますが、今年度こそお子さまに、また、保護者の
皆さまに、明るい陽が差し、楽しい活動ができますことを心から願っております。
　With CORONAの時代に入ります。
　これまでの活動や、前例を参考にしつつ、新しい清教学園PTA活動を推進していきたいと思います。
皆さまの忌憚ないご意見、ご要望をお待ちしております。今年度１年間よろしくお願い申し上げます。

各委員会より PTAに関するご意見はこちらへ TEL/FAX0721-62-4406 E-mail pta@seikyo.ed.jp

　研修委員会はPTAの
親睦を深める行事を企
画しています。例年春に
文化講座を、秋にはバス
ツアーを実施しています。
今年度春は「グルーデコで
アクセサリー作り」を開催
し秋にはバスツアーに代わ
る楽しい企画を考えていま
すので、皆さまふるってご
参加下さい。

研修委員会

　庶務である副会長・書
記・会計・監査は会長を
中心に各委員会と連携を
図り、会員の皆さまが参
加しやすく有意義な活動
ができるように努めます。
何かお気付きなことなど
はいつでもお声を聞かせ
てください。お待ちしてお
ります。

庶　務

　学年委員会は「みんな
の応援団」として、クラス
委員の皆さまと先生方と
協力しながら活動してい
きます。
　１学期に中学、高校それ
ぞれクラス委員会を開催す
ることができました。また、
２学期には、昨年同様学
年毎にクリスマスラッピング
を行う予定です。

学年委員会

広報委員会 Navi委員会

　新たに4名を迎え16
名で活動を開始していま
す。主な活動は姉妹校か
らの留学生やPTO(日本
のPTA)との交流会、異
文化体験『我ら地球人』
の企画・運営などです。
現在、留学生受入れや委
員会活動が制限される
中、昨年度はカーメル校
PTOへのビデオレター

作成に取り組みました。今年度は『我ら地球人』の開催や姉妹校
(米カーメル校・豪キングス校)の受入れ再開に備え楽しいプラン
作成に取り組みます。

　今年度、新しく4名を迎
え、総勢14名で活動して
います。聖歌隊委員会は、
PTA会員の皆さまに、「PTA
クリスマス礼拝」や「カリヨ
ンの集い」にご参加いただ
くための企画・活動を行っ
ています。
　12月3日(土)には、「PTA
クリスマス礼拝」の開催を
予定しています。この2年

間、歌うことができていませんが、今年こそ、PTA会員の皆さまに参加し
ていただく「PTAクリスマス聖歌隊」を結成し、賛美歌やゴスペルソング
で、イエス・キリストのご降誕をお祝いできるよう願っています。

　広報委員会では、みな
さまにPTA活動を知って
いただけるよう、今年度
は７人の委員で、年3回
のミックスニュース発行を
予定しております。
　委員が集まって意見を
出しながら、オンラインも
活用し、楽しい新聞をお
届けしていきたいと思っ
ています。お手元に届き

ましたら、じっくりとお読みください。ご意見、ご要望などがあれば
お聞かせください。

　Navi委員会では、「職業
紹介集Navi」を作成・発行
しています。
　今年度は、様々な職業
紹介の「光と闇」をテーマと
して、ポジティブな面だけで
なくネガティブな面も包み隠
さず紹介し、筆者が如何に
してその闇を乗り越えてきた
のかを体験談を通してリ
アルに紹介していきます。

巻末では「笑点コーナー」を変更し、職業情報提供サイトや職業適性
テスト、仕事価値観に対するテストなども紹介していきます。

国際交流委員会 聖歌隊委員会
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2022年度 清教学園 PTA始動2022年度 清教学園 PTA始動

学級・学年懇談会学級・学年懇談会

PTA会長
溝端　正

臨時総会（書面総会）議決結果 総会員数1,698名

第1号議案　2021 年度事業報告 1545　　　0　　　153
第2号議案　2021年度会計報告 1545　　　0　　　153
第3号議案　2021年度会計監査報告 1545　　　0　　　153
第4号議案　2022年度新役員承認 1545　　　0　　　153
第5号議案　2022年度事業計画案 1545　　　0　　　153
第6号議案　2022年度予算案  1545　　　0　　　153
結果 すべての議案について、過半数の賛成をもって可決されました。
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対面式で開催しました！

参集してのPTA総会から書面総会になって3年目。ご自宅で議案をしっ
かり読んでいただける書面総会ではたくさんのご要望・ご質問をいただ
きます。貴重なご意見は今後の活動に活かしたいと思います。

※変更になる場合もあります

● コロナ禍で中止になった学校行事の
　代替行事を行ってほしい
● 部活動育成費について、試合のバスでの
　送迎等の活動費を平等に使ってほしい
● グラウンドの照明設備が冬季は暗いので
　増設してほしい
　　　　　とのご要望があり、個別に回答しました。

学校への
ご要望

● 制服リユースの活動をもっと広げてほしい
  制服リユースは、不要になった制服等を提供してい
ただき無償でお渡しする活動です。今年度の開催の
詳細は決まり次第、告知します。緊急に制服が必要
な場合はメールでのお問い合わせに対応します。

●クリスマスプレゼントについて
  清教学園はキリスト教をもとにした学校です。イエス・
キリストの御生誕をお祝いするという趣旨で、生徒
の皆さまや教職員の皆さまへPTAとしてささやかに
プレゼントをしています。

●サマーレクチャー等の行事の
　タクシー利用について
  PTA会費の利用については、生徒の皆さまや会員の
皆さまのために有効に利用していきます。

PTAへの
ご要望

※詳細な内容はPTAのホームページをご覧ください。

10/15土 はーとふる軽っちゃ 文化教室
※飲食を伴うバスツアーは今年度も中止します

10/29土 我ら地球人
10/30日 PTAソフトボールチーム私学連大会
12/  3土 PTAクリスマス礼拝
※賛美歌唱ができれば聖歌隊を募集します
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配布資料の準備と運搬作業配布資料の準備と運搬作業
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今年度は全学年で同日に
学級・学年懇談会が開催されました。

先生方からクラスの取り組みや進路に向けた説明を
直接お伺いすることができ、貴重な機会となりました。
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発  行／清教学園PTA 広報委員会　発行日／2022年7月23日（土）



10月に行われる大阪私学連の大会に向けて練習を開始しました。
次回の練習は7/31(日）赤峰市民広場で９時から予定しています。
参加、見学などお問い合わせは pta@seikyo.ed.jp まで

6/1中高合同体育大会が開催されました。熱中症対策でクラス委員さんを
中心に行っていた『お茶サービス』は、スポーツドリンクの配布に変更しました。
当日配布の意見もありましたが、5/28 事前配布としました。お子さまは体育
大会に持参されましたでしょうか。

ヤンマースタジアム長居

保護者約1,000人来場
！ヤンマースタジアム長居

保護者約1,000人来場
！

講師
細川 知里先生
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聖歌隊委員会 参加者
23名

参加者
32名

ソフトボールチーム活動再開！
部員募集中！

　『神なき教育は知恵ある悪魔をつくる～清教学園建学の精神を読み解く』を
テーマに第1回カリヨンの集いが開催されました。23名の参加者をお迎えし、アット
ホームな雰囲気の中で井上チャプレンより清教学園の建学の精神、聖書のお話を
聴かせていただきました。
 清教学園の歴史を映像で振り返り、現在に至るまでその建学の精神は一貫して
変わらないこと、神さまの賜物により創立されていることを教えていただきました。
　「聖書のお話」って難しそうに感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか？
井上チャプレンのお話を聴かせていただくと、「聖書の言葉」はとても身近で、自分
自身の日常を振り返るきっかけになるように感じています。
　次回は2023年2月に開催を予定しています。仕事に家庭に子育てに…慌ただ
しい毎日だからこそ、ほっと一息、カリヨンの集いにぜひご参加ください。

中高合同体育大会、生徒たちは大盛り上がりでした。
会場は広くて、保護者もゆっくり楽しく観戦できたことに感謝です！！
中高合同体育大会、生徒たちは大盛り上がりでした。
会場は広くて、保護者もゆっくり楽しく観戦できたことに感謝です！！

体育大会に向けてのスポーツドリンク配布体育大会に向けてのスポーツドリンク配布
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清教学園PTAでは、ご自宅で使用しなくなった制服を回収し、
必要な方へ提供する「制服リユース活動」を行っています。
つきましては、ご不要になった制服等をご提供いただきますよう、
ご協力をお願いします。

昨年度大好評だった制服リユースですが、今年度も秋頃の開催をめざ
し、現在調整中です。
でも、子ども達の成長は待ったなし！「秋まで待てない」「夏服が必要」
など、お急ぎの場合は下記のPTAメールまでお問合せください。
随時ご相談に対応させていただきます。
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クラス委員会クラス委員会クリスマスリース修繕クリスマスリース修繕

※制服・体操服どちらも必ずクリーニングに出していただき、 クリーニングのタグは付けたまま にしておいてください。
　（体操服のネーム刺繍は、 清教キャンパスで縫い直しができる ので、刺繍部分はそのままお出し下さい）

❶ 宅急便をご利用の場合
　  着払いでご発送ください　

〒586-8585 河内長野市末広町623
清教学園PTA・制服リユース 宛

❷ ご持参の場合
　  学校の事務室に預けてください。
●三者懇談等、学校にお寄りの際にお持ちいただけると幸いです。
●お子さまが事務室にお持ちいただくことも可能です。
●「PTA制服リユース」「PTA制服提供」等表示していただけると
　事務室の方に分かりやすいです。

送付先

● 文字入れ・・・・・・・・・・・・1,100円（３文字まで）
● 刺繍ほどき・・・・・・・・・・＋700円 お問合せ

お問合せ

清教キャンパスでは、リユースの体操服のネーム刺繍の変更ができます。
清教キャンパス
活用法 !"#$%&#%!'!$
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߇ࠣ࠲ࠣࡦ࠾ࠢ
ߢߩࠆߡߟ

ᔃ

ߚߞ߆ߥࠊ߇ߚߞ⾈
ߦ߆ߚߥߤޔ߇ࠬ࠙ࡉ
߁ࠄ߽ߡߞᯏળ߇

ߒሜࠅ

ᣂ⺞ޔࠅࠃࠆߔ
ࠍຠ࡙ࠬ
ᚻߊ↪

ߚߒ

ᵞᦧ߇߃
ଢߣࠆ

ߩࠣ
ߪ࠲
ੱ᳇㧋

ឭଏߡߒਅࠆߐᣇࠍ࡙ࠬ

↪ߚࠇߐᣇߩࠄߜߤᗵᗐ߽

㧋ߔ߹ߡߛߚߖነ߅

はーとふる軽っちゃ 研修委員会
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清教会館にて清教会館にて
第1回

高校
クラス委員会

中学
クラス委員会
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参加者
18名

グルーデコを使ったアクセサリー作りグルーデコを使ったアクセサリー作り
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研修委員会は６月25日に「グルーデコ講座」を開催し、
ペンダントトップを作りました。小さなスワロフスキーの
石を並べるのはかなり難しい作業でしたが、スワロフスキー
の輝きにみなさん満足しておられました。それぞれのテー
ブルで話も弾み楽しい時間を過ごすことができました。

制服は清教会館で
保管しています。

クリスマスシーズンになると教室にリースを飾ります。
50以上あるリースは、傷んでいたり飾りが取れていたり
しましたので修理しました。

クリスマスシーズンになると教室にリースを飾ります。
50以上あるリースは、傷んでいたり飾りが取れていたり
しましたので修理しました。

中学･高校のクラス委員会を開催しました。日頃の学校生活の

様子を先生から伺うことが出来、また、クラス委員同士の交流も

でき、有意義な時間となりました。

完成！完成！

学年委員会

カリヨンの集い


