
 

第５回運営委員会だより                          

令和元年１２月１１日  

                                                 神明中学校ＰＴＡ  

会長 山内 さち子  

 

  

  

 

１１月３０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。 

急に寒くなりました。インフルエンザや胃腸炎等、ちらほら出てきています。栄養や休息をしっかり

とるようにご家庭でもご協力よろしくお願いいたします。 

そして、ただいま次期役員選出真っ只中です。P 協でも会長は自校の活動をしたくても P 協の活

動が多く、なかなか会長やります、という声が出ない等問題になっています。今年度は２分区が P

協では執行部の立場なので、負担を減らせるよう変えていこうとしています。ただ、面倒だから何

もかも無くすということではなく、必要な事、力を入れるところは頑張り、不要なものは無くすように

話し合って進めていきますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

  

〈２〉 校長先生挨拶 

ご多用の中、参加いただきありがとうございます。日頃より本校の教育活動に対するご理解、

ご協力に感謝申し上げます。２学期も残すところ１ヶ月となりました。次年度のＰＴＡ役員選考で 

いろいろとご苦労されていることと思いますが、どうか、神明中の生徒のために、ご協力ください。 

よろしくお願いします。 

さて、先月開催された合唱コンクール、本当に素晴らしい合唱でした。どの学年もよく声が出て、

学級としてのまとまりも感じられました。特に３年生の合唱は、圧巻で鳥肌が立ちました。最上級

生としての実力を下級生に披露してくれました。新たな伝統を築いてくれた感動的な合唱コンクー

ルでした。１・２年生は、今年度より素晴らしい合唱を来年度、披露してくれることを期待していま

す。先輩の良き伝統がしっかり引き継がれることが、神明中の良さだと思っています。来年は、 

１０月１０日（土）開催となります。ぜひ多くの保護者の方々に参観していただきたいと思います。 

３年生は、いよいよ進路決定が間近になりました。目標進路に向けて頑張っています。１・２年

生も、勉強や部活動に励んでいます。区の連合文化祭では、書評座談会英語発表会への参加、

作品展には、美術科・技術科・家庭科・サイエンスグランプリ参加の作品を展示しました。また祭

礼パトロールや神明祭等、協力ありがとうございました。１２月８日（日）の区駅伝大会、１４日（土）

の餅つき大会もよろしくお願いします。 

最後になりますが、１１月１９日（火）には、PTA２分区バレーボール大会がありました。選手の

皆さんお疲れ様でした。楽しい時間を過ごさせていただきました。来年度も優勝目指して頑張って

欲しいと思います。 

さあ前へ 共に歩もう 親力  
 



〈３〉 副校長先生挨拶 

 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、２学期もあと１ヶ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。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。 

３年生は進路に向けて面接練習も始まっています。インフルエンザも流行り始めました、

体調を崩さず目標に向かって頑張ってください。 

 

〈４〉活動報告 

役員・委員会活動報告    

 活動報告 活動予定 

会長 9/9 

9/30 

10/19 

11/5 

11/19 

11/23 

P協第２回拡大役員会 

P協第２回実行委員会 

高四小８０周年式典・祝賀会 

P協第３回実行委員会 

２分区交流バレーボール大会 

３区（杉並区、中野区、練馬区） 

懇談会・懇親会 

※各々の取り組みや良いところ悪

いところも話し合い、とても有意義

な会でした。 

12/6 

12/7 

1/8 

1/9 

 

P協合同研修 

桃二小９０周年式典・祝賀会 

P協教育委員との懇談会 

P協第３回拡大役員会 

役員 9/20 

 

9/21 

9/28 

10/2 

 

10/10 

10/25 

10/29 

11/6 

11/16 

11/17 

第３回子促 神明祭前日準備、 

食品衛生講習会参加 

神明祭当日 

第３回震災救援所訓練連絡会 

第６回学校支援本部定例会 

第４回子促 神明祭反省会 

文化発表会受付手伝い補助 

第５回役員会 

第４回震災救援所訓練連絡会 

第７回学校支援本部定例会 

第６回役員会 

震災救援所訓練当日訓練 

12/4 

12/8 

12/14 

第８回学校支援本部定例会 

駅伝大会応援 

もちつき大会開催 

学級代表 9/12 

9/21 

10/18 

11/29 

学代定例会 

神明祭受付 

P協第１回学級専門委員会（２名） 

P協第２回学級専門委員会（２名） 

  

校外生活 9/7・8 

9/14・15 

9/21 

9/26 

10/19 

11/9 

白山神社パトロール 

荻窪八幡パトロール 

神明祭駐輪場整備 

P協地域専門委員会（２名） 

第５回定例会（最終） 

サタスタ 

2/22 サタスタ 



広報 9/21 

9/28 

 

10 月中旬～

11 月中旬 

11/16 

 

 

11/21 

11/30 

神明祭写真撮影 

広報誌第２号・第３号打ち合わせ 

作業 

広報誌第２号初稿、校正作業 

 

第２号入稿 

オリンピック・パラリンピック教育講

話撮影 

第２号納品 

第２号仕分け作業、 

第３号打ち合わせ 

12/2 

以降 

近隣小学校への配布作業 

教養厚生 7/11 

 

 

9/25 

10/1 

10/7 

10/18 

10/25 

11/15 

11/25 

 

給食試食会 打ち合わせ 

その後栄養士鈴木先生とメール・ 

ファックスで詳細決め 

給食試食会お知らせ印刷・配布 

給食試食会お知らせメール配信 

給食試食会お知らせメール配信 

P協成人教育専門委員会講演会 

給食試食会開催＆反省会 

１２月の講演会お知らせ印刷・配布 

１２月の講演会お知らせメール配

信 

12/10 

12/17 

講演会申し込み用紙回収 

講演会開催 

講師：ママ向けコーチングの

山﨑ひろみさん 

 

選考 9/9 

9/10 

9/14 

 

 

10/19 

提出書類締め切り日のメール配信 

アンケート推薦状回収 

第２回選考委員会（推薦状、アンケ

ート集計、リスト作成、電話でのお

願いを始める） 

第３回選考委員会 

12月 来年度役員の年内決定を目

指し電話連絡を進める 

 

① 学代・・・学級専門委員会 

・杉中 P協第１回学級専門委員会講演会（１０月１８日） 

「これからの学校教育とインクルーシブ教育」 講師：福田晴一氏 

インクルーシブ教育とは単に障害のある子どもとない子どもが一緒に学ぶという狭いイメ

ージではなく、障害のある方、ない方、外国の方、シニアの方などが共に学ぶ仕組みや環

境であることを学びました。インクルーシブ教育は合理的な配慮が必要になり、配慮が整

ってない場所での実現は難しいとも感じました。今回このような学校教育について考える

機会をいただき勉強になりました。 

・杉中 P協第２回学級専門委員会講演会（１１月２９日） 

思春期の子供の育て方 〜子供が幸せに生きるために〜 講師： 入海英里子先生 

ソーシャルワーカーとして子供の生活の環境を改善していくお仕事の経験から、思春期の

子供には、どのように向き合うと良いか、具体的な例と共にお話頂きました。 

ありのままの子供の内面に向き合うと共に、親自身が幸せであることが子供達にはとても

大事なことだと教えて頂きました。 



② 教養厚生・・・給食試食会（１０月２５日） 

３３名の参加がありました。  

メニュー：タコ飯、とり天、味噌汁、じゃこサラダ、牛乳 

給食ができるまでの流れや調理の方々の作業等の映像（鈴木先生の解説付き）も見せて

いただき、毎日安全・安心な給食を作っていただいているんだな、と実感いたしました。 

美味しくいただきました。 

③ 校外生活・・・杉中 P協地域専門委員会（９月２６日） 

西宮中で開催され、２名で参加しました。 

「地域とともに食ではぐくむ心とからだ」 

～杉並区給食について・杉並区食育取り組み・子どもたちをとりまく食成長期のこどもにか

らだも心も健康に成長してほしいという共通した気持ちの保護者同士による情報意見交換

はたいへんよかったです。 

講演で色々と初めて知った情報があり、帰りにスーパーでいろんな食材を買い込みました。

自宅でも我が家の栄養士として頑張ろうと思いました。 

 

〈５〉神明祭について（反省など） 

① 校外生活委員より 

・係の時間帯の分け方や人数の割り振りの見直しをしたい。 

・体育館の出し物に参加するチア、合唱のこどもたちの出入りのルートについて駐輪場を

通らないように変更したい。 

・徒歩で来校してほしい旨、パンフレットや全体メールでのアナウンスをする。 

・PTA 関係の方や神明祭お手伝いなど関係の方が朝早く駐輪する場合は、前もって掲示

するなどの対策をしてほしい。 

② 神明祭・地域担当より 

お天気が非常に心配された神明祭でしたが、無事開催され雨も降らず、過去最高の来場

者となりました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。 

神明祭・地域担当は２０名でしたがそれぞれが得意分野で活躍してくださりうまく分担でき

たと思います。昨年からできた係で、生徒さんの自主性な参加を促すような工夫もしていま

すが、まだまだ改善が必要です。地域や支援本部の皆様、近隣小や神明中の保護者の皆

様からご意見をいただき情報を共有して、来年も引き続き神明中保護者としてより良いサ

ポートができるように考え、引き継いでいきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〈６〉駅伝大会について（１２月８日） 

杉並区中学校対抗駅伝大会が済美山陸上競技場にて開催されました。 

    

<７>餅つき大会について（１２月１４日 １１：００～） 

３年生には合格祈願鉛筆配布します。餅つき大会は全生徒対象です。 

１、２年生も是非お越しください。先生方も是非！ 

   

<８>卒業式関係 

   今年度も記念品を用意する予定ですが、選定は卒対委員にお任せです。 

   紅白まんじゅうも卒業生、職員、来賓へ用意します。 



 

<９>パソコン購入について 

しばらく前から PTA 室のパソコンの調子があまり良くなく、起動に時間がかかったり、全く作動

しなかったりなど不安定です。Windows ７もサポートが終了すること、また、これから書類作成

が多くなることもあり（新入生向け書類、総会資料、P 協総会資料など）、次年度予算で総会後

の購入だと間に合わない為、今年度の備品積立金より購入したいと思います。また、日頃の使

用法を考えますと、パソコンを移動して使用する事がないので、ノートではなくモニター一体型の

デスクトップで画面を少し大きいものにしたいと考えています。金額はまだ見積り前ですが、１５

万程度の予定です。 

…承認されました。 

 

<１０>その他 

① 学校保健給食委員会 

毎年度、学校側で９月に行っている委員会です。養護の先生と栄養士の先生の報告、各

学年の状況報告、そして校医さんのお話等があります。また、健康面や生活面での相談も

出来ますので、もっと保護者の皆さんに参加いただきたいと思いました。   

② 震災救援所訓練 

受付の訓練を中心に煙体験、ＡＥＤ、放水体験等参加しました。 

いざ、地震が起きたときに行動できるよう大切な訓練なのですが参加者が少なかったので、

土曜授業などに併せて、開催するなど工夫がいるという反省がありました。 

来年は皆様もぜひ参加してください。 

③ ２分区交流会について 

バレーボール大会を富士見丘中学校で行いました。あいにく通常授業の日でしたので、先

生方の参加は難しかったのですが、校長先生が監督のように鋭い指導をベンチから！ 

副校長先生はプレイヤーとして見事なレシーブを！楽しく交流出来ました。  

④ 周年記念・祝賀会（会長） 

高井戸第四小の８０周年記念式典・祝賀会に１０月１９日に出席しました。 

桃井第二小の９０周年記念式典・祝賀会に１２月７日に出席予定です。 

⑤ P協合同研修会 

セシオン杉並にて講演会。 

各校６名までとのことなので、校長、会長、役員で出席します。 

 

 

 

 

                                          

＊次回の運営委員会は令和２年１月１１日（土） ９時３０分から PTA室にて開催します。         

     次年度役員候補の皆様もご出席お願いします。 

 


