第 2 回運営委員会便り
平成 30 年 5 月 24 日
神明中学校ＰＴＡ
会長 山内 さち子

笑顔でつなぐ チーム神明

5 月 16 日 (水) 9：30 から PTA 室にて第 2 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。

体育大会の練習も始まり、 ２、３年生も一生懸命頑張っているようです。家で眠そうに宿題
をやっている姿を見ると、さっさと宿題をしなさい、と言うべきか、早く寝なさい、と言うべき
か・・・。
１年生もフレンドシップスクールで、友達と色々な関わり、体験をしているかと思います。新し
い生活が始まり１ヶ月、心身共に疲れているところではありますが、楽しかった、と元気に帰っ
てきてくれることでしょう。
明後日の総会後、本格的に今年度の活動が始まります。自主・自律の校訓となっています。
子ども達だけでなく、保護者も自主・自律の精神で、自ら考え、動いていただけたらと思いま
す。
出来ないところは方法を考えたり、助け合ったりしながら、皆さんで協力して楽しくやっていき
ましょう。
〈２〉 校長先生挨拶
１年生フレンドシップスクールで、５月１４日から１６日まで、新潟県小千谷・六日町に行って
きます。３日目の１６日は、コシヒカリで有名な魚沼で、飯ごう炊さんをやっています。
フレンドシップで小千谷に行くのは、２年目。初日は、体育大会の種目・大縄跳び・仲良しに
なるための体験プログラム、夜は一輪挿しを作ります。２日目は、「そなえ館」で中越地震の学
習、午後は「田植え」、夜はフォークダンス。どの取組も、東京の学校では味わえないものです。
広い田んぼでの田植えや飯ごう炊さんも初めての生徒も多いのではないでしょうか。
ほとんどの取組も、小千谷や六日町の皆さんのお力をお借りして「ホンモノ」を実施します。
支えてくださる皆さんに感謝の気持ちをもつこと。また、生徒一人一人が自分のよさを発揮し、
新しいクラスや学年の仲間とたくさん友だちになって、充実した時間を過ごしてほしいと思いま
す。
秋には、植えた稲が、お米になってもどってきます。おいしくいただいてください。また、おもし
ろかった話がたくさんできますよう期待しています。

〈３〉

副校長先生挨拶
５月１８日（金）の PTA 総会では本年度の活動内容が確認され、新しい組織で平成３０年度
が本格的にスタートします。役員や委員を引き受けてくださり、本校の教育活動へのご理解・ご
協力をいただき運営に取り組んでいただくことに感謝いたします。どうぞ本年度もよろしくお願
いします。

〈４〉

学校運営協議会 会長職務代理 篠原敬二様 ご挨拶
皆さまおはようございます。
学校運営協議会…CS では昨年の活動として、校長、副校長を含め学校経営方針の策定に
関する参画や教職員との意見交換会などを行い学校とのコミュニケーションを図ってきました。
「先生は忙しすぎるのか」をテーマに意見を出しあい、働きやすい職場環境の確立のために補
助人員を確保することなどの結論を得ました。また、ホームページの更新、部活動の神明クラ
ブへの移行についての議論、学区域の見直しについての議論などを行ってまいりました(継続
して行っていきます)。
今後は、神明中の特色ある教育活動を充実させるために学生チューターの募集、学校支援
本部が行うサタスタや部活動体験などのサポート、また、生徒会が行う高四小への出前授業
のリポート(高四小との小中連携を強化)をします。行事では２学期に行われる「神明祭」をより
一層パワーアップさせたいと思っています。
これらの事を PTA の皆様と協力、連携させて頂きたいと考えています。まずは PTA 発行の
広報誌に日程やリポートの掲載をしてもらい、より一層周知させることによって小学校との連携
を強化していきたいとも思っています。今後とも宜しくお願いします。

〈５〉 報告・連絡事項
① 役員委員活動報告
役員
（杉中 P 協）
役員
（単 P）

活動報告
4/19 第 1 回学校運営協議会
4/23 Ｐ協新旧実行委員会
5/ 9

第 2 回学校支援本部定例会
第 2 回役員会
5/14 PTA 活動セミナー
5/16 第 2 回運営委員会

5/18
5/22
5/31
5/17
5/18
5/25
5/26
6/ 6

学級代表

4/26
4/28
5/10

5/15

6/16
6/23
第 1 回定例会
5/18
メール配信システムテストメール 5/26
一斉配信
第 2 回定例会
メールシステム未登録の方へお
手紙再配布
PTA 活動セミナー出席(2 名)

活動予定
Ｐ協予算要望懇談会
第 2 回学校運営協議会
Ｐ協定期総会 歓送迎会
荻窪青少年育成委員会総会・
全体会
PTA 総会・歓送迎会
地域教育連絡協議会懇談会
第 1 回懇談会
体育大会受付等お手伝い
第 3 回学校支援本部定例会
第 3 回役員会
父親懇親会（予備日 6/30）
第 3 回運営委員会
PTA 総会
1 学年懇親会開催
(体育大会時、体育館にて)

校外生活

広報

教養厚生

選考

5/15 メール配信システム未登録者
電話連絡開始
4/22 第 1 回定例会
5/13 第 2 回定例会
5/15 PTA 活動セミナー(3 名)

5/18 PTA 総会
5/26 体育大会駐輪整理
6/ 9・6/16 サタスタお手伝い
6/21 『小・中地域委員の集い』
10 時～12 時 視聴覚室
荻窪警察署の方の講話
4/22 第 1 回定例会
5/18 PTA 総会
4/23～広報誌第１号の先生方への
5/20 近隣小学校配布用体育大会チラ
アンケート配布・回収
シ作成
5/13 第 2 回定例会議
5/21～上記チラシを配布
5/15 PTA 活動セミナー
5/23 頃 先生方の写真撮影
5/26 体育大会写真撮影
5/29～6/1 部活動写真撮影
6/10 第 3 回定例会
4/18 体育大会 PTA 競技について担当 5/18 PTA 総会
の先生と打合せ
給食試食会日程を栄養士と相談
4/22 第 1 回定例会
5/19 体育大会ＰＴＡ競技詳細打合せ
4/26 PTA 競技について役員と打合せ
5/16 第 2 回運営委員会
5/18 PTA 総会
4/21 前委員長と引継ぎ
6/23 委員顔合わせ
5/14 PTA 活動セミナー

②

ＰＴＡ活動セミナーの報告
5 月 14 日・15 日にセシオン杉並にてＰＴＡ活動セミナーが開かれ、各役員、委員が出席し
ました。それぞれ、すぐに役立つ知識や情報が得られ、今後の活動が楽しくなるような内容
でした。
【 5 月 14 日】
会長・副会長「PTA 役員として知っておきたいこと」
PTA 活動の取りまとめを行う会長、副会長は、どのようなことに気をつけ、何をすればよいのか、
受講し考えた。子供の安全を守り、楽しい学校生活を送れるよう、協力して PTA 活動を行う。その
為の補佐を担うのが役員の役目だと再認識した。

書記「PTA 活動を分かりやすく会員に伝えるには」
「ワールドカフェ」という、海外で発案されたディスカッションスタイルで、忙しい保護者の方などに
もお手紙を読んでもらえる工夫について他校と情報交換。

会計「会計実務のノウハウ」
PTA 会計担当の仕事や、守るべきルールなどの解説。

選考委員「役員選考をどのように進めているのか」
他校がどのような役員選考をしているのかの情報交換をしながら、選考にあたって知っておきた
い事を共有。

【 5 月１5 日】
学級代表委員「PTA の要（かなめ）は学級から」
担任の先生に頼られる存在に。今までやってきたことを変える勇気も必要。一番大切なのはまず
自分が楽しんでやること。そんな親の姿を見れば、子ども達も生き生きとした学校生活を送ること
ができる。

校外生活委員「中学校地域委員の仕事について考えよう」
グループディスカッションによる各校の地域委員の仕事内容と問題点の情報共有。

広報委員「広報誌の役割と、編集のノウハウ「中学校編」」
広報の目的、今後取り組みたい企画、活動の課題・不安についてグループで話し合い。その後、
講師の方から文章・デザインのコツ、写真の撮り方などのお話。

〈６〉 議事
① 平成 30 年度スローガンについて

「笑顔でつなぐ チーム神明」
スローガン募集のアンケートに「笑顔」という言葉が多くありました。
楽しく参加できるＰＴＡ活動にしましょう！
②体育大会について
◆PTA 競技について・・・(教養厚生委員会より)「PTA 会員のための楽しい企画」をもとに委
員内で話し合いました。体育大会までに日にちがない状況での準備等も難しく、当日の
委員の負担も大きい為、先生方や役員にも相談し考えた結果、今年度は PTA 競技をリ
ニューアルして、老若男女問わず楽しくご参加いただける、「玉入れ」にすることになり
ました。たくさんのご参加をお待ちしています！
（会長より）PTA 活動というものは、先生方、保護者の皆さんで成り立つものです。役員、
委員はあくまでもまとめ役というだけであり、全員が子ども達の為に活動するものであ
って欲しいと思いますので、委員内でこれは負担だ、ここは変えた方が良い等ありまし
たら、ぜひご相談ください。皆で考え、楽しく活動出来るように変えていくのも大事な事
だと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆当日の各委員会の活動について
学級代表委員より・・・体育館でお昼休みに、１年生の保護者の懇親会を行います。ぜひ
ご参加ください。
校外生活委員より・・・自転車来校者の交通整理をします。
広報委員より
・・・広報誌に載せる写真撮影を行います。
教養厚生委員より・・・(先に記載の通り)PTA 競技を行います。
◆PTA からのお願い
当日は、名札とプログラムを忘れないようにお持ちください。

〈７〉 その他の連絡事項
① PＴＡ総会・歓送迎会について
5 月 18 日(金)15：30 より図書室でＰＴＡ総会、16：30 より視聴覚室で歓送迎会が行われま
す（無事、和やかに終了いたしました。ご出席くださった皆様、ありがとうございました）。

② 父親懇親会について
6 月 16 日(土) 14 時より、（雨天時は 6 月 30 日（土）14 時より）懇親会の活動の一環として
池の掃除を行います。情報交換もしながら（お茶とお菓子付き）活動しますので、お父さんに
限らずいろいろな保護者の方の参加をお待ちしています。

③

会計より
各委員会に年間活動費、セミナー出席者に交通費をお支払いする予定です。

④ PTA 一斉メール配信について
情報共有の為、PTA 一斉配信メールをどんどん活用ください。委員会からメール配信する
場合は会長より配信の為、会長へ連絡をください。
会長からは全校向けとし、各学年、学級へは学代委員から配信します。
＜今一度ご確認を！＞ ＊二種類の登録が必要です＊
１．学校（台風など災害時の対応、行事の順延のお知らせなど）：杉並区のメール配信サービスを利用。
２．ＰＴＡ（役員や委員会からのお知らせ、学級代表委員より時間割や持ち物などの急な変更）：
学校保護者連絡網「365 日いつでもネット」を利用。

以 上
次回の運営委員会は 6 月 23 日（土）9 時 30 分から PTA 室にて開催します。

