
第 3回運営委員会便り                          

平成 30年 7月 2日  

       神明中学校ＰＴＡ 

会長 山内 さち子  

 

6月 23日 (水) 9：30から PTA室にて第 3回運営委員会が開かれました。 

 

〈１〉  山内会長挨拶 

皆様、おはようございます。定期試験も昨日終わりました。一年生の皆さんは初めての試験、

いかがでしたでしょうか。試験勉強の仕方も分からず、こんなにいっぱいの問題を時間内で解か

なくてはいけないの？と娘も苦労したようです。これから徐々に勉強の仕方や時間内でどのよう

に解いていくか等学んでいくのでは、と思います。 

今日は土曜授業・学校公開です。運営委員会が終わりましたら、是非授業参観をお願いしま

す。なかなか中学生になると親に来てほしくない、と子どもは思っていますが、その辺は全く気に

せずにどのような授業が行われているか観てください。子どもが授業について、勉強についてご

家庭で何かを言っても、全く知らないとああ、そうなの。しか答えられません。いやいや、先生はこ

ういう知識を付けるために進めているんだよ、そうか、もっとこうしてくれたら良いかもね、等、子ど

もの言っていることを聞くだけでなく、話し合えるようになれれば良いなと思います。今日もどうぞ

よろしくお願いします。 

  

〈２〉 校長先生挨拶 

本日は、学校公開日です。午後には、３年生の修学旅行説明会、進路説明会が行われます。

学校運営協議会からの提言を受け、特に、進路説明会については、１・２年生の保護者の皆様に

も、知っておきたいことがおありではないかと思い、参加のお誘いをしました。この後、２学期にも

受験直前の保護者会を開きますので、他の学年の保護者会だからと言わず、ご遠慮なさらずに、

ご参加いただければ幸いです。また、学校保護者連絡網でもＰＴＡ会長からお誘いのメールがお

手元に届いたかと思いますが、７月７日（土）には、「成績や評価」についての説明をいたします。

どうぞお越しください。 

 「学校を知る」。保護者の皆様には、今、学校は、神明は何を目指して教育活動を進めているか

を、ご自分の目でお確めいただきたく思います。６月の学校だよりにも書きましたが、保護者の皆

様が中学生だった頃の学校とは、学校生活そのものに大きな変わりはありませんが、生徒が１時

間１時間の授業の中で取り組んでいる学習活動は大きく変わっています。授業で習ったことを覚

えてテストし、何点とれるかの授業ではなく、授業で習ったことをもとに、自分自身で考え、仲間と

話し合い活動等を通して学び合い、学習課題を解決し、新たな課題を発見する学習を重視してい

ます。それがどう行われているかをご覧になり、感想やお考えを学校にお寄せいただき、学校も

教育に関するニーズと受け取り、学校教育の改善を進めていきたいと思っています。 

 感想やご意見をお寄せくださいとは、言い古された言葉かもしれません。しかし、授業の方向性

を知った上で感想・意見をと言うのは、今、生徒が取り組んでいる学習活動のねらいと根っこは 
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同じです。「社会に開かれた教育課程」とは、そういう保護者の皆様と学校とのやりとりの中で、

生徒の学習活動が創られていくということです。授業参観は、いつでも可能です。どうぞ、お越しく

ださい。 

 

〈３〉  副校長先生挨拶 

体育大会では、多くの PTA役員や委員の方々にお手伝いいただき体育大会を無事終えること

ができました。有難うございました。学校生活では、２年生の職場体験、期末考査を終え、３年生

の修学旅行（７/１７日～１９日）に向けて取り組んでいます。期末考査に向けても、今年はサタス

タに５０名以上の生徒が参加し頑張っています。 

 ７/１より学校代表電話の留守番電話の運用開始となります。１８時３０分～翌日７時３０分「た

だいまの時間は学校の業務時間外となっております。恐れ入りますが改めておかけ直しくださ

い。」録音機能はなしです。ご協力お願いいたします。 

 

〈４〉  青少年委員  

  ２年前まで保護者の立場でした。青少年委員は区から委嘱を受けた非常勤公務員です。育成

委員より推薦を受け 1小学校区より２名選出され、４５名で活動しています。 

 神明祭ではお世話になります。よろしくお願いします。 

 

〈５〉活動報告 

役員・委員会活動報告    

  活動報告 活動予定 

役員 

（杉中 P協） 
5/22 第２回学校運営協議会出席

5/31 P協定期総会・歓送迎会出席

6/21 小中地域委員の集い出席 

6/25 P協拡大役員会             

7/2  P協実行委員会 

役員 

（単 P） 

5/17 荻窪青少年育成委員会総会・ 

    全大会出席 

5/18  PTA総会・歓送迎会 

5/25 地域教育連絡協議会 

第１回懇談会 

5/26 体育大会受付等お手伝い 

6/6  第３回学校支援本部定例会 

6/16 第３会役員会  

     父親懇親会 

6/23 第３回運営委員会 

 

6/28 荻窪青少年育成委員会常任委員会 

 第１回震災救援所運営連絡会 

◆今年度の震災訓練 9/30（日）予定 

7/4 第４回学校支援本部定例会 

   神明祭 第１回子ども実行委員会 

     
 

7/11神明祭 第２回子ども実行委員会 

7/13 子ども地域活動促進事業実行委員    

会・準備会 

7/29 第４２回荻窪青少年野球大会手伝い 

9/5  第５回学校支援本部定例会 

    第４回役員会、神明祭準備 

9/7 神明祭第１回子ども地域活動促進事業

実行委員会 

9/8第４回運営委員会 

学級代表 5/18  PTA総会 

5/26  １学年懇親会開催 

(体育大会昼休み) 

 

6/23 ３学年卒対委員選出 

(土曜授業進路説明会後) 

7/7  学校公開受付お手伝い 

    ３学年懇親会開催 

 

９/２２（土）開催 



校外生活 5/18  PTA総会 

5/26 体育大会駐輪整理 

6/9・16 サタスタお手伝い 

6/17 第３回定例会 

6/21 小中地域委員の集い開催 

6/30 第４回定例会 

7/2  校外委員会だより発行 

9/7・8 白山神社祭礼パトロール 

広報 5/20 第１号打ち合わせ 

5/下旬 先生方アンケート回収 

     部活動撮影 

5/26 体育大会写真撮影 

6/10 第１号校正作業 

6/23 運営委員会出席 

7/3頃 第１号納品予定 

7/7   仕分け作業 

7/9以降 近隣小学校への配布 

 

教養厚生 5/18  PTA総会 

      給食試食会日程を栄養士の先

生と相談決定 

5/19 体育大会 PTA競技詳細打合 

6/9 スクールカウンセラーの先生との

茶話会のお手紙配布、出席票回

収 

7/5 茶話会当日進行 

  

 

選考  5/26 委員顔合わせ   6/23 第１回委員会（アンケート原案作成、今

後の活動予定の確認） 

７月中 アンケート作成 

９月初旬 アンケート配布・回収 

 

〈６〉体育大会の報告と反省 

①校外委員（学校周囲警備・駐輪場）   

駐輪場とトイレの案内の貼り紙をした。お手伝いの方もほぼ全員来てくださった。 

正門から体育館への一方通行で奥から詰めてもらい、昨年度と比べると混みあうこともなく

スムーズだった。前日に PTA一斉メールで駐輪上の注意をお知らせしてもらったのが良かった。                  

 ②教養厚生委員(PTA競技)  

同じ内容が続いていた PTA競技を見直し、初めて『玉入れ』を行った。委員の事前準備の負

担かなり軽くなったと思う。当日は用具の搬入・搬出や参加者集め、本番の玉拾いをした。 

 当日の参加人数が心配だったが事前のメール配信での呼びかけや当日の保護者席への呼び

かけで多数の方に参加して下さった。小さなお子さんにも楽しんでもらえた。 

また担当の子ども達がアナウンスや玉拾いのお手伝いをしてくれたが、打ち合わせがなかっ

たので事前に聞いておけばよかった。 

③広報委員(取材)  

保護者の方でプロのカメラマンがいらっしゃり、いい写真が撮れた。２号をお楽しみに。 

撮影へのご協力ありがとうございました。 

 ④学級代表委員 

   昼休みに１年生のクラス懇親会を行った。各クラス１０人位参加。ゆっくり交流できた。 

⑤役員(保護者受付等)  

事前に名札着用やプログラム持参についてメール配信したので名札忘れが少なかった。 

 プログラムは学校で大目に予備を準備して下さった。 

今年は近隣小学校と日程が重ならなかったので落ち着いて見ていただけた。来賓席はネッ 

トを越える必要があり段差もあるので敬老席に座られた方もいた。 



〈７〉  父親懇親会 

6月 16日(土)14時より今年度 1回目の父

親懇親会として、総勢 20名で校舎脇の池掃

除を行いました。当日は雨予報で一時は実

施が心配されましたが、無事朝方に雨は止

み、曇り空の肌寒いなか、お父さんたちがバ

ケツで水を掻き出し、タワシで汚れをこすっ

て落とし、底の泥を取ってから水を入れ替え

た池に魚を戻して、作業は約 1時間ほどで

完了。 

終わった後は、PTAより差し入れのお茶

やコーヒーと温かい軽食で参加の方々に和

んでいただきました。 

池には大小あわせて23匹の金魚を確認。

どの個体にも目立った傷みは見られず、長

い尾びれをふって泳ぐ姿はまさに優雅でしば

し見とれる一幕もあり、あらためていきもの

にとっていい環境の池であることを再確認し

ました。ご協力ありがとうございました。 

〈８〉  神明祭について 

◆９月２２日（土）に開催されます。今年度で１４回目を迎えます。 

  ・企画を募集中!!（6/23現在３件の申込み、まだまだ募集中） 6/29（金）まで 

  ・Tシャツと手ぬぐい 6/25に申込み用紙を配布 

7/7の保護者会でサンプルを展示 

  （青少年委員より） 

神明祭は文化祭のイメージで、学校支援本部が運営します。例年部活動単位での参加が

多いですが、子どもの自主性を大切にしたいと考えています。１人から参加できます！ 

焼きそば等火を使うことが出来るのも大人のお手伝いあってのことなので、子ども達に是非

参加をうながして欲しいです。まずは参加の意思表示を！ 

 地域を盛り上げるイベントで町会、近隣小学校 PTA、地域の方にお手伝いいただきます。 

 親の企画、小さなお子さんのグループでの参加も OK です。企画をあげていただければお手

伝いします。よろしくお願いします。 

〈９〉 その他の連絡事項 

① 部活動体験 6/25(月)〜7/6(金) 土日は除く（事前申し込みは不要です） 

② サタスタ  6/9、6/16  

③「社会を明るくする運動」 

7/5（木） 16：30～17：30 西荻窪駅前でティッシュ配り 

   ④バレーボール同好会活動報告 

6/14、15西地区親睦バレーボール大会に参加しました。小学校、中学校、中学校 OG全

11チームで 6位になりました。 

現在バレー部員は 9名で、なかなか平日の大会の為全員が揃うことは難しいです。 

また、最近は下位ばかりでしたが、今年はパワーのあるアタッカーが入りまして、良い成績

となりました。ガチでやるママさんバレーですが、神明はとても穏やかに楽しくやっています

ので、運動して汗をかき、ストレス解消にもなりますのでおすすめです。皆さまのご参加お待

ちしております。 

 



   ⑤その他 

     2Bの選考委員の方が諸事情により辞退されたため、立候補下さった方にお引き受け 

頂きました。  

                                                     以 上 

     

次回の運営委員会は 9月 8日（土）9時 30分から PTA室にて開催します。        

      

 

 


