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11月 24日 (土) 9：30から PTA室にて第 5回運営委員会が開かれました。 
 

 

〈１〉  山内会長挨拶 

おはようございます。 

早いもので今年も残り 1か月と少しになりました。 

今日は 1、２年生の発表授業があります。そちらを参観できるよう、いっぱい連絡や報告はあ

るかと思いますが、頭はフル回転でお願いしいます。 

3年生は受験に向かって気持ちの切り替えをしているところでしょう。私もここ最近は週末に

なると娘と高校説明会へ行き、お互い学校のここが良い、良くない等感想を言い合っていま

す。どんなに対外的にアピールをしている学校でも、生徒がどのような態度を取るかでそこの

学校の教育が出てくるのではないかなと思い、私は説明会に参加をしていない、ただ部活動

で来ている生徒や校内にいる生徒に話しかけることにしています。質問の受け答えがしっかり

しているかを観察しています。本来の姿が見えるので毎回声をかけています。これもまた、自

分たちに返ってくることではありますが、神明中の生徒もそのように対応できるのか？期待を

するとともに、家庭でも気を付けていきたいと思います。 

さて、神明祭、文化発表会も終わり、保護者の皆さんも少し気持ちが落ち着いて来た頃では

ないでしょうか。役員のほうも終盤に入ってまいりました。役員も委員さんもそれぞれまとめ始

める頃となります。ただ、何度も言いますが、私たちも仕事をしながら PTA活動をしています。

出来ることを出来るタイミングで出来る人がやる、ということで、やはり先生方、保護者のみな

さまのご協力が必要となります。引き続きどうぞよろしくお願いします。 

では、本日もよろしくお願いいたします。 

 

〈２〉 校長先生挨拶 

１２月になります。「二学期のまとめ」の時期とはよく言われますが、私は、入学・進級以来、１

年間のまとめに入る時期だと思います。１２月に入り、三者面談が始まりますが、それぞれの

学年の「今」を振り返り、伸ばすところはさらに伸ばす、足りないところは補う、そういう機会にし

ていただきたいと思います。 

また、３年生にとっては、具体的な進路決定を行っていく時期でもあります。「期待」は欠かせ

ません。しかし、それが「過度」になるといかがなものかと思います。これから、お子様が「力」を

伸ばせる、そういう進路を選んでいただきたいと思います。 

足りないところと言えば、学校だよりにも書かせていただいたように、「他者の意見を聞くと

き、自分の意見と比べながら聞く」。２学期、全生徒に出した課題でもあります。これは、授業に

限らず、授業以外の活動や、家庭での振る舞いでも同じです。「他者の気持ちをくみ取る」とな

ると「忖度」？大切なことですが、過度の忖度や、ズレた忖度？は、それこそ「？？？？」です。 

今年もあと１ヶ月。一歩一歩前進のための足固めをしましょう。 

 

〈３〉  副校長先生挨拶 

本日は、東京都選抜中学生アイスホッケーの関東大会引率の為欠席いたしました。 

文化発表会・１年生、２年生の校外学習などの大きな行事も終わりました。期末考査も終わ

り、二学期もあと一か月余りとなりました。１２月には、各学年三者面談が行われます。三年生

は進路に向けて面接練習も始まっています。体調を崩さず目標に向かって頑張ってください。 

笑顔でつなぐ  チーム神明 

 



 

〈４〉 報告・連絡事項 

役員・委員活動報告   

  活動報告 活動予定 

役員 

（杉中 P協） 

9/12  杉中 P協第 1回学級専門委員

会講演会 講師の先生と打ち

合わせ 

9/18  第 5回学校運営協議会出席 

9/25  二分区校長会長会出席 

10/16  第 1回学校運営協議会出席 

10/23 杉中 P 協第 1 回学級専門委

員会講演会 講師の先生と最

終打ち合わせ 

10/24 杉中 P 協第 1 回学級専門委

員会講演会開催 

10/27 松渓中学校創立 70 周年式典

出席 

10/31 杉中 P 協第 2 回学級専門委

員会講演会 講師の先生と打

ち合わせ 

11/6  第 3回 P協実行委員会出席 

11/15 二分区交流会バレーボール大

会参加 

11/20 第２回学校運営協議会出席 

11/27 杉中 P協第 2回学級専門委員

会講演会 講師の先生と最終打

ち合わせ 

11/28 杉中 P協第 2回学級専門委員

会講演会及び特別支援学級懇

談会開催 

12/3  杉中 P協合同研修出席 

12/5  教育長との懇談会出席 

12/8   桃井第三小学校創立 90周年式

典出席  

役員 

（単 P） 

9/ 8 講演会受付手伝い 

9/13 第 4回震災救援所運営連絡会 

9/21 神明祭食品衛生講習会、神明

祭第 2回子ども地域活動促進事

業実行委員会と団結式、 

   神明祭前日準備 

9/22 神明祭手伝い 

9/26 学校保健給食委員会 

9/27 荻窪青少年育成会委員常任委

員会  

9/30  震災救援所訓練当日参加 

10/ 2  神明祭第 3回子ども地域活動

促進事業実行委員会 

10/ 3  第 6回学校支援本部定例会 

10/13 文化発表会受付手伝い 

10/24 杉中 P 協第１回学級専門委員

会手伝い、参加 

11/ 3   第 2回父親懇親会(池掃除)、

第 5回役員会 

11/ 7  第 7回学校支援本部定例会 

11/24  第 5回運営委員会 

11/28 杉中 P 協第 2 回学級専門委員

会、特別支援学級懇談会

手伝い、参加 

12/ 5 第 8回学校支援本部定例会 

12/ 7 お餅つき大会前日準備 

12/ 8 お餅つき大会、第 6回役員会 

12/ 9 中学校対抗駅伝大会応援 

 

 

 

 

 

 

12/12 第 6回運営委員会 

 

 

学級代表 9/11 第 3回学代定例会 

9/22 神明祭受付お手伝い 

10/24 杉中Ｐ協第１回学級専門委員会

（神明中にて） 

11/28 杉中Ｐ協第２回学級専門委員会

（神明中にて） 

校外生活 9/15, 16荻窪八幡祭礼パトロール 特になし 



 9/22神明祭駐輪場整備 

10/21第 5回定例会 

11/3, 10サタスタお手伝い 

（棚の中を一掃整理し、新しい

問題集を配置） 

11/13 杉中Ｐ協地域専門委員会出席

（中瀬中にて） 

広報 9/22 神明祭取材 

9/23 広報委員打ち合わせ 

10/10 杉中Ｐ協広報専門委員会出席

(高円寺中にて) 

10/13 文化発表会取材 

10/21 広報誌第 2号校正作業 

11/17 第 2 号仕分け作業及び 3 号打

ち合わせ 

11/19前後 第 2号配布作業 

12/8 もちつき取材 

 

※駅伝の写真等を担当の先生に依頼予

定 

 

教養厚生 

 

9/22  第 3回委員会開催（給食試食会

について） 

給食試食会（手紙作成・印刷・配

布・お手伝いの方への手紙作成・

配布） 

9/25 （栄養士・担当教諭・副校長）各

先生方との打合せ 

10/2 PTA配信メール依頼 

10/5 参加票の回収 

10/6 再配信メール 

10/10 再参加票の回収 

10/12 栄養士の方へ最終人数連絡 

10/19 栄養士との当日の打合せ 

10/26 給食試食会・反省会・教養厚生

の企画について 

11/2 クリスマスグッズ作成企画・手紙

作成・印刷・配布 

11/6 クリスマスグッズ PTA配信メー

ル依頼 

11/12 参加票回収、先生と打合せ 

11/22 杉中Ｐ協成人教育専門委員会

出席（向陽中にて） 

12/1 クリスマスグッズ企画当日、反省

会 

 

選考委員 9月中旬 名簿・アンケート回収 

9月下旬 打診開始 

引き続き打診 

 

①役員活動報告 

・杉中Ｐ協第 1回学級専門委員会・特別支援学級合同講演会（10/24） 

「コミュニケーション」をテーマとして思春期の子どもへの接し方、親子の絆を見直そう、として

東京女子大学心理学専攻の花田里欧子先生をお招きし、講演をしていただきました。ちょっと

良い事を探す・・・悪い事はすぐに思いつくのにちょっと良い事ってなかなか考えないと出てこな

い、というところからグループで意見を出し合い、また実際に不登校になってしまっている保護

者も参加されていたので、事例として不登校の子どもとの関わりはどうしていくのが良いかなど

考えたりし、少しずつコミュニケーションを取っていくことが大事であることを学びました。 

 



②各委員会報告 

【校外生活】…祭礼パトロール（9/15、16荻窪八幡） 

…杉中Ｐ協地域専門委員会 講演会「つなげよう 地域の輪」（11/13） 

講師： NPO法人 わかもののまち（静岡県焼津市）土肥 潤也 氏 

・講演内容： 

 子ども達自身でイベントを開催したり、学校を超えた部活動を開催したり、企業を訪問し、協

賛を受けることもある等、地域に根付く活動拠点を運営されている。目指すことは“子どもた

ちのために”ではなく“子どもたちと共に何ができるのか”をテーマに、あくまでもサポ―トに徹

している。まず、小さくてもよいので何かイベントを成功することで自信をつけ、大人を巻き込

むことで若者にやさしい町になり、まちづくりに繋がる。 

子どもに対しての活動という点では PTA も同様であり、活動視点を変えることで前向きに

活動に取り組めるのではないか。 

・参加者同士の意見交換：  

PTA の活動量が増えるのは今の時代難しいかもしれないが、子どものやりたいことは応援

したいとの声 

 

【教養厚生】…給食試食会（10/26） 

今年はデモンストレーションを家庭科室で行いました。給食のメニューの一部でもある、ホワ

イトソースを簡単に作る方法を教えていただきました。他に家庭でも活用できるメニューも教

えていただきました。給食も合わせて参加頂いた方には好評でした。 

要望:来年度はお手伝いを 4人→6人にして欲しい。 

 

…杉中Ｐ協成人教育専門委員会 講演会「未来に羽ばたく子供たちを支える家庭で

のマネー&キャリア教育」（11/22） 

・講演内容： 

主にお小遣いについてでした。 

各家庭によってお金の価値感が違うからこうしたらいいということができない、親がお金の

使用用途やお金に対する考え方を子供に伝え、何度も親子で話し合うことが大事というこ

とでした。為になる話でした。 

 

…クリスマスグッズ作りについて（12/1） 

10：00～11：30視聴覚室（２F） 

 

〈５〉 神明祭について 

1650人の参加がありました。お手伝いご協力ありがとうございました。 

 

（学代より）… 

神明祭の反省 

①昨年同様、何か困ったことや分からないことがあると学代の受付に来られる方が多いので

すが、今年は神明祭委員の方や PTA 役員の方が常駐して下さっていたので、相談しながら

一緒に対応することができました。 

事前に準備できることは限られているので、その都度臨機応変に進めていくしかないのか

なと思います。 

②終了後の片付け 

一部の方たちの負担にならないよう、早めに的確な指示を出していただけるといいと思い

ます。 

今年度から体制が変わったので、反省点を生かして少しずつ改善していければと思いま

す。 

 

(校外生活より)…神明祭駐輪場整備の感想 



案内、整理の為にはお手伝いの人数（前後半に分かれ各 3 名ずつ）を増やす必要があると

感じました。一方、祭礼パトロールに関しては、後半は先生方（生活指導担当）に担当していた

だけるのでそちらの人数を減らし、その分、神明祭の駐輪整備の人数を増やせたらと思いま

す。また神明祭前日に役員さん（会長さん）からメールで送っていただいた自転車での来場を

控えていただくアナウンスは効果的に感じましたので、是非来年度以降もお願いできればあり

がたく思います。 

 

〈６〉・お餅つき大会について（12/8） 

  豚汁もふるまわれます。 

時間：11時（配布開始）～13時（お餅がなくなり次第終了になります） 

場所：体育館前 

持ち物：おわん、お皿、お箸、飲み物 

ぜひご家族皆さんでご参加ください。 

 

・合格鉛筆について 

今年も例年通り 3年生の皆さんにお配りしたいと思っています。 

「合格祈願 神明中 PTA」の刻印入りです。 → 承認されました。 

 

〈７〉卒業式関係 

・卒対より 

10/13に顔合せと担当決めをしました。 

今年度より卒対の予算を増やしていただきましたので、卒業式当日(3/20)午後から視聴覚

室で行う「卒業を祝う会」は、参加費を無料として、卒業生保護者の皆様と先生方が気軽に

楽しく語り合える会となるよう、企画したいと思っています。 

 

・紅白まんじゅうについて 

卒業式に、卒業生と教職員、来賓の皆さまに紅白まんじゅうをお配りしたいと思っておりま

す。 → 承認されました。 

 

〈８〉その他 

① パラリンピック選手講演会（9/8） 

校長先生がとても活躍されていました。（笑） 

上原さんが望んでいることは、パラリンピックについて何より応援して欲しい！それが選手

にとって一番励みになるということ。 

この機会にパラリンピックについてもっと知ってもらえたら嬉しい、とのことでした。 

 

② 学校保健給食委員会（9/26） 

今年度も、大柴副校長先生の司会にて、校医の先生方・薬剤師の先生・養護教諭の海

谷先生・栄養士の鈴木先生・杉山校長先生・各学年の副担任の先生方のお話をうかがい

ました。保護者を代表して、PTAから会長・副会長の３名が出席しました。 

 生徒たちの学校での様子や保健室の利用状況、給食の話や食育について、具体的な

話を拝聴しました。今年は薬物乱用防止についての講話もあり、４人に１人が身近な信頼し

ている人から薬物利用を誘われているとうかがい、大変驚きました。 

 また、医療費の申請について、海谷先生からお話がありました。詳しくは 11 月のほけ

んだよりをご覧ください。 

 

③ 震災救援所訓練（9/30） 

震度５以上の地震発生時、神明中にも震災救援所が開設されます。PTA から会長・副会

長が運営委員として携わってきた、震災救援所運営連絡会の訓練本番が 9/30に開催され

ました。 



 この日は台風が接近する空模様でしたが、無事開催。校長先生と杉並建設防災協議

会の方が校舎の点検を行ってくださったのち、放水訓練・炊き出し訓練・救助体験・トランシ

ーバーでの無線訓練などを行い、実践的で役に立つ内容でした。 

参加者は、運営委員込みで 176 名。神明中生もレスキュー隊の女子生徒３名が参加して

くれました。参加者アンケートでは「参加してよかった」「救援所の役割がよくわかった」と書

いてくださる方がほとんどでした。ぜひ、来年度の訓練には皆さまご家族でご参加ください。 

 

④父親を中心とする懇談会（池そうじ第２回） 

今年度 2 回目の開催です。部活終わりのサッカー部の 1、2 年生の生徒さんもお手伝い

してくれました。支援さん、成人サッカー部さんや、地域の方と行いました。今年も 20 数匹

の金魚が救出されました。きれいになった池をぜひご覧ください。PTA からはお茶などを差

し入れをしました。 

 

⑤二分区交流会について（11/15） 

結構頑張りましたよ！ 成績は３勝２敗。 

校長先生に応援に来ていただき、副校長先生、波田野先生、風間先生、鈴木（鷹）先生

に参加いただきました。 

PTAからはペットボトルのお茶・スポーツドリンクの差し入れをしました。 

 

⑥杉中Ｐ協第２回学級専門委員会・特別支援学級懇談会（11/28） 

済美養護学校前校長の松浦隆太郎先生をお招きし、「特別支援教育って何？共生社会

って？」について学ぶ講演を行っていただく予定です。普通っていうのはどんな基準で普通

なんだろう、と多様性を認め合う時代、私たち大人に何が出来るか等を考える会になれば

良いと思います。また、特別支援学級の懇談会を行いますので、特別支援学級の保護者だ

けでなく、通常学級の保護者ともお互いを知り、情報交換の場を予定してします。 

 

⑦杉並区次世代育成基金について（29年度報告・30年度寄付について） 

昨年度に引き続き、今年度も PTA会費より一万円寄付する予定です。 

 → 承認されました。 ※Ｈ29年度の活動報告はＰＴＡ室前の廊下に掲示してあります。 

 

 

⑧ベルマーク残高について 

数年前にベルマークの活動を行っておりましたが、現在は行っておりません。以前のまま

残金がありますので、学校と相談し、子どもたちのために使用することで承認されました。 

 

(校長より) 

①福澤教諭が産休・育休に入ります（2 年間）。学年主任は瀬谷教諭になります。数学の代

替の教諭が決まり次第お知らせいたします。 

②給食の牛乳について、安全は徹底してみていますのでご安心ください。 

③委員会さんのご報告にもあったように、キャッシュレスの時代、お金の見えない使い方を

しているので、冷静な目を持つことが必要だと思います。 

④神明中へのご入学のご相談にのりますので、よろしくお願いします。 

 

(会長より) 

一斉メールについて、１ヶ月何件送っても金額は一緒の為、委員会などでお知らせしたい

事、大事なお手紙を配布して保護者の方に受け取って欲しい時等にどんどん使ってくださ

い。 
 

＊次回運営委員会１２月１２日(水) ９：３０～PTA室にて時間厳守でお願いします。 


