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ＰＴＡ会員各位        令 和 2 年 4 月 7 日 

        府中市立府中第十中学校 

        PTA 会長 石川 将人 

 

令和２年度 ＰＴＡ一斉メール連絡網登録（任意）のご案内 
 
  会員の皆様には、日頃からＰＴＡ活動にご協力頂き、ありがとうございます。 

  第十中学校 PTA では、正確かつ迅速な情報伝達をおこなうツールとして、学校からの情報提供を 

いただき、一斉メール配信システムを導入・運用しています。  

配信するメールの内容は、不審者情報・行事開催予定変更情報・学級閉鎖情報・PTA 行事参加依頼 

等、学校に関するものを発信します。 ただし、あくまで学校からのプリント・口頭での情報伝達を補足 

するものです。 

 登録については強制ではありません。 未登録による不利益が発生しない情報にとどめますので、 

会員ご自身で判断の上ご登録ください。 

 

○ 利点  

1． 今までの連絡網と異なり、瞬時に全員に送る事が出来ます。 

2． 声による伝達でなく同じ内容の文章が全員に配信できますので伝え間違いなどがなくなり 

ます。   

3． 重要な連絡や返信の必要なプリントを配布した事を保護者へ直接通知することが出来ます。 

(生徒の渡し忘れ防止) 

4． 学校行事などの緊急連絡に使えます（雨天の運動会、台風時 など） 

5． 管理者でも、メールアドレスを見ることが出来ませんのでプライバシーも保護されます。 

6． 運用費用無料のサービスである。  

無償で提供する理由として、運営会社では自社の社会貢献イメージをアップする宣伝広告費として 

捉えていること、また IT サービス会社であるためシステム提供に必要なコンピュータ・通信インフラ 

の整備に対し、新たな投資を必要としないなどが上げられます。 

 また、教育関連の情報調査として月に 1～2 回程度の教育に関するアンケートメールが届き、その 

結果はホームページで公開されています。 ただし、アンケートへの回答義務はありません。 
社名  ドリームエリア株式会社 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 9 号 エスティ青山ビル４階   

http://www.dreamarea.com/index.html 

 

 
発信例 

題名 本文 

不審者情報 本日 18時頃 ｘｘｘ公園に刃物らしいものを持った不審者がいるとの通報がありま 

した。 ご注意をお願いいたします。 

会長または副校長発信 

ＰＴＡ家庭教育学級

のご案内 

明日 10日（土） 10時より 武道場にて 美容・健康に効果の高い フラダンスの 

入門教室を開催します。 是非ご家族でご参加ください。 

学年委員会発信 

運動会延期の連絡 本日は雨天のため、運動会は日曜日に延期となりました。 

なお 授業はありませんのでご注意ください。 

学校発信 

３年生無事到着 修学旅行１日目は、すべての行程を予定通り終え、無事宿舎へ到着いたしまし

た。 

学校発信 

http://www.dreamarea.com/index.html
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登録前の了承事項 

 

1. 発信されるメールは PTA からの発信であり学校からの公式連絡ではありません。 

 

2. 生徒の安全に関する情報は、もし不明確であってもそのことを断った上で、安全を優先 

して発信いたします。 なお訂正があった場合は、あらためて正しい情報を発信いたし 

ます。 

 

3. 発信責任者は PTA 会長としますが、第十中学校職員及び PTA 本部役員が発信を 

おこなう場合もあります。 

 

4. アドレス情報（住所・電話番号の情報は記録されません。）に関しては、サービス会社の

運用実績から判断し安全であると考えますが、100％の安全を保証する事は不可能と 

なりますのでご了承ください。  

 

5. メール操作について学校への問い合わせは絶対に行わないでください。 

  不明点は 石川 将人 携帯  090-4913-7200 へお問い合わせください。 

     メールの場合  masato-i@mbr.nifty.com 
 

6. 迷惑メール拒否設定をしている方は、＠以下のアドレス（ドメイン）からの受信を許可する必要 
があります。  空メールを送っても返信が届かない場合は、この設定がされています。 

やり方が不明な場合は、購入店か電話会社へお問い合わせください。 

       ※ ネット接続の出来ない機種（一部のＰＨＳ）では登録ができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録手順は次項を参照してください。  
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 登 録 方 法  

        前年度登録済の方は、上級学年へ自動継続されますので再登録の必要はありません。 

            ※前年度 1年生保護者→2年生保護者、前年度 2年生保護者→3年生保護者 

 

 

① 下記のメールアドレスに空メール（表題・内容は不要です）を送って下さい。 

※ PCからの登録も可能です。 複数の携帯・PCをお持ちの方は重複登録も可能です。 

   一生徒に対する登録人数制限はありません。  

 

登録学年 送信アドレス (令和2年度)      QRコード

R2年度
3年生保護者 fqgt8265@machicomi.jp

R2年度
1年生保護者 fqgt9279@machicomi.jp

R2年度
2年生保護者 fqgt5272@machicomi.jp

 
※ 複数学年に生徒がいる場合は、空メー

ルの宛先(学年)を変えて同じ登録操作を繰

り返してください。 

  なお一斉配信時、同じメールが複数届くことはありませんので、ご安心ください。（１メール/1アドレス） 
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②   約 1分程度で登録案内の返信メールが届きます。 

《返信メール例》 

 

 

 下線部分を選択し登録ページへアクセスします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➂  ここからは、ネット通信画面（ｉモード等）の操作となります。 

 

 

 

 

 

 

□ 規約に同意します｡ を選択 レ チェックして 

   登録画面へ のボタンを選択クリックします。 

情報メール会員登録 

以下の利用規約等をご確認ください。 

 

SSL 対応 

SSL（暗号化通信）対応の携帯でデータを暗号化

し安全に通信することができます。 

  

[ｻｰﾋﾞｽ概要] 

[ご利用規約] 

[ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾎﾟﾘｼｰ] 

 

上記規約等に同意され､会員登録を行う場合は

「同意する」にﾁｪｯｸを入れてから登録画面へお

進み下さい｡  

 

□ 規約に同意します｡ 

 

  登録確認へ 

第 10中学校より 

ご利用ありがとうございます。 

―――――――――――――――――――――

A.新規会員登録 

―――――――――――――――――――――

登録先をご確認の上、以下のリンクより登録し

てください。 

▼登録先 

施設名：第 10中学校 

グループ名：R2年度 1年生保護者 

登録用メールアドレス：

fqgt9279@machicomi.jp 

―――――――――――――――――――――

■アプリを利用する方 

http://regview.machicomi.jp/apli.php?Drg=siGHs

DvxQG0OKm5aob1%252By3wylk%253AMaCtlt

F0KbfUkrq5uipFi2eMVKQ 

■アプリを使用しない方 

http://sc.machicomi.jp/fuc10082/_YiZ6dW1hX3

Rha2VzaGkmQGljbG91ZC5jb20mZyZ6enp6eiY

x 

※このメールには返信できません。 

まち comi事務局 

ここに 

レ(チェック

ク) 

mailto:fqgt9279@machicomi.jp
http://regview.machicomi.jp/apli.php?Drg=siGHsDvxQG0OKm5aob1%252By3wylk%253AMaCtltF0KbfUkrq5uipFi2eMVKQ
http://regview.machicomi.jp/apli.php?Drg=siGHsDvxQG0OKm5aob1%252By3wylk%253AMaCtltF0KbfUkrq5uipFi2eMVKQ
http://regview.machicomi.jp/apli.php?Drg=siGHsDvxQG0OKm5aob1%252By3wylk%253AMaCtltF0KbfUkrq5uipFi2eMVKQ
http://sc.machicomi.jp/fuc10082/_YiZ6dW1hX3Rha2VzaGkmQGljbG91ZC5jb20mZyZ6enp6eiYx
http://sc.machicomi.jp/fuc10082/_YiZ6dW1hX3Rha2VzaGkmQGljbG91ZC5jb20mZyZ6enp6eiYx
http://sc.machicomi.jp/fuc10082/_YiZ6dW1hX3Rha2VzaGkmQGljbG91ZC5jb20mZyZ6enp6eiYx
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                         左記画面に変わりますので、確認 ボタンを 

選択クリックします。 

 

      名前欄入力 

           学年クラス + 保護者の氏名または 

(苗字 + 続柄)を入力し、確認 を 

ボタンを選択クリックします。 
1-2 府中 太郎          または 
1-2 府中 太郎 父       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                               名前を確認して 登録ボタンを選択クリックします。 

 

 

   

 

 

                   
  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

登録されたアドレスへ登録完了メールが送信されます。 

登録確認メールには「第 10中学校専用ページ」のアドレスが書かれています。 

専用ページにて、登録情報変更、メール配信停止/退会の手続きができますので、登録しておくと 

便利です。 

    なお、登録手続きが完了しなかった場合でもはじめに送った登録用アドレスへ空メールを送ると管理 

ＨＰアドレスを案内するメールが返信されますのでご安心ください。 

      以上 

情報メール会員登録 

29 年度一年生保護者 

メール配信に使用するﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを 

確認してください｡ 

■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ: 

＊＊＊＊＊@docomo.ne.jp 

※月に 1～2 回程度、簡単なｱﾝｹｰﾄのﾒｰﾙ「まち

comi ﾘｻｰﾁ」を送らせていただきます。 

 

確認 

情報メール会員登録 

以下の情報を入力してください｡ 

 

■お名前: 

  1-2 府中 太郎               

■ふりがな: 

 ふちゅう たろう             

 

確認 

情報メール会員登録 

この内容でよろしければ[登録]ﾎﾞﾀﾝを押して

ください｡ 

■お名前: 

1-2 府中 太郎 

■ふりがな: 

ふちゅう たろう  

修正する 

 

登録 

会員登録完了 

登録メールｱﾄﾞﾚｽに登録完了メールを送りまし

た｡ 

※登録完了メールについて 

ご利用施設の携帯ｻｲﾄにおきまして､退会や登録

情報変更などを行います｡ 

受信したメール内に携帯ｻｲﾄ URL が記載されて

いますので､メールを保存しておくことをお勧

め致します｡ 

 

#[TOP へ]  

第 10 中学校より 

1-2 府中 太郎さん 

第 10中学校にご登録いただきありがとうござ

いました！ 

 

第 10 中学校 

TOP ページはこちら！↓ 

http:sc.machicomi.jp/fuc10082/（省略） 

 

■スマートフォンの方はアプリをご利用くだ

さい。 

今回の登録情報をアプリへ移行できます。 

ダウンロードはこちら↓ 

http:sc.machicomi.jp/fuc10082/（省略） 

 

■まち comi からのお願い 

月に 1～2 回程度、簡単なｱﾝｹｰﾄのﾒｰﾙ「まち

comi ﾘｻｰﾁ」を送らせていただきます。 


