第２回運営委員会だより
令和元年６月４日
神明中学校 PTA
会長 山内 さち子

さあ前へ 共に歩もう 親力

５月２２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
皆さまおはようございます。
先日無事に総会も終えまして、本年度の活動が本格的にスタートしました。改めまして、どうぞよろしくお願
いいたします。
さて、私自身は…少し疲れてしまったか？と、先日体調がよろしくない日がありました。寒気と頭痛がし、熱
が出たか!?と思いきや、熱が下がりすぎてしまったようで。しばらく毛布にくるまり休んだところ、すぐ復活！私
達保護者もそのような年頃です。皆さま無理せずお互いほどほどに活動しましょうね。
子ども達は体育大会を控え、練習に一生懸命励んでいます。さすがに疲れも出てきており、我が家も夕食前
に寝てしまったりしています。そのような状況ですと怪我につながることとなります。しっかり栄養を摂らせ、睡
眠を取らせることが大事ですので、各ご家庭でもご協力よろしくお願いいたします。

〈２〉校長先生挨拶
総会も終わり、いよいよＰＴＡ活動が本格的に始まりました。学校としてもＰＴＡの皆様と協力して
様々なことに取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
１年生は５月１３日（月）から、２泊３日のフレンドシップスクールに行ってきました。一人一人が
頑張り、集団として成長して帰ってきたように思います。田植え体験では、中越地震から１５年が過ぎ、
かつての震災地の小千谷で田植え体験する神明中をＮＨＫ新潟が取材に来ました。
５月２５日（土）には体育大会があります。生徒たちは授業、学年練習などで一生懸命、練習に取り
組んでいます。クラスでのトラブルはあると思いますが、どうやって乗り越えるかということも生徒た
ちの成長につながると思います。我々教員もフォローしながら生徒たちを見ていきたいと思っていま
す。ご家庭の協力もお願いします。
フレンドシップ・体育大会・修学旅行とクラスのみんなと協力し、団結していかなければならない行
事が続きます。生徒たちが心身ともに成長し、自分に自信がもてるようにしていきたいと思います。チ
ーム神明という意識で保護者の方とともに頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

〈３〉 副校長先生挨拶
新学期が始まり、二ヵ月が経ちました。令和元年がスタートし、１年生はフレンドシップスクールを終え、全学
年体育大会に向けて生徒達も頑張っています。今年度も PTA 役員、委員の方々と協力して充実した活動が
出来ればと思っています。よろしくお願いいたします。

〈４〉報告・連絡事項
① 役員委員活動報告
活動報告
会長

役員

4/22

杉中 P 協新旧実行委員会

5/30

杉中 P 協定期総会、歓送迎会

5/16

杉中 P 協教育予算要望懇談会

6/20

小中地域委員の集い

5/21

学校運営協議会

6/24

杉中 P 協第 1 回拡大役員会

7/1
5/25
5/30
5/31
6/5
6/26

杉中 P 協第 1 回実行委員会
体育大会来賓誘導
P 協定期総会
地域教育連絡協議会第 1 回懇談会
第 3 回学校支援本部定例会
第 1 回こども実行委員会
第 4 回役員会
第 4 回学校支援本部定例会
第 2 回こども実行委員会
第 3 回運営委員会
1 学年懇親会開催
(体育大会昼休み、体育館にて)
3 学年卒対委員決め
（進路相談会後）
3 学年懇親会開催（保護者会）

5/8
5/11
5/13
5/16
5/19
5/22

学級代表

校外生活

広報

教養厚生

4/17
4/22
4/27
5/9
5/11
5/14
4/27
5/11
5/14
4/20
4/22
4/30
5/8
-18
5/11
5/14
5/18
5/20
4/19
5/11
5/14
5/15
5/20

選考

活動予定

第 2 回学校支援本部定例会
PTA 総会、歓送迎会
第 3 回役員会
PTA 活動セミナー
荻窪青少年育成委員会総会・全体会
震災救援所訓練 初動訓練
第 2 回運営委員会

メール配信システム書類作成・配布
第 1 回定例会
メール配信システムテストメール
一斉配信
第 2 回定例会
PTA 総会、歓送迎会
PTA 活動セミナー
第 1 回定例会
第 2 回定例会、PTA 総会
PTA 活動セミナー
第 1 回定例会
先生へのアンケート依頼
紙面デザイナーさんとの顔合わせ
先生へのアンケート回収

7/3
7/6
5/25
5/31
7/6

5/25
6/15
6/20
5/25
5/28
-31

体育大会駐輪整理
第 3 回定例会
小・中地域委員の集い
体育大会撮影
先生、部活動写真撮影

5/24

体育大会ＰＴＡ競技参加募集の一斉
メール配信

PTA 総会、歓送迎会、役員写真撮影
PTA 活動セミナー
第 2 回定例会
近隣小学校 5.6 年生へ体育大会
案内状配布
第 1 回教養厚生委員会
PTA 総会、歓送迎会
PTA 活動セミナー
第 2 回教養厚生委員会
体育大会 PTA 競技詳細打合せ
先生へ体育大会 PTA 競技への
御協力の手紙配布

5/11

PTA 総会、歓送迎会

5/13

PTA 活動セミナー

②

ＰＴＡ活動セミナーの報告
５月１３日・１４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。全体会で
井上尚子さんの「PTA とは、委員の仕事とは」というお話をお聞きしたあと、各役員、委員ごとに分かれました。

【 ５月１３日】
会長・副会長
「どうしたら HAPPY になれるのか」ディスカッション
立候補で会長になられたという方もいて、HAPPY です という前向きな意見も多数ある中、くじで決まった方
は役員の選出方法を見直したいなどの意見が出ました。

書記
「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、紙面作りのコツとチェックポイントにつ
いて他校と情報交換をしました。どんな PTA 情報を必要としているのか、広報・学校だよりとの違い、各学校
の運営委員会だよりの自慢、課題について話し合いながら、それを即興でまとめ、発表しました。

会計
他校の会計の皆さんと意見交換の後、会計士さんと面談をしました。選考委員活動としての通信費
について、伝票処理上、領収証の出ない現金での支給は可能かどうか聞いたところ、使途目的の記
載、受領印鑑のある領収書を添付することで解決しました。

選考委員
５～６人によるグループディスカッションにて、各校の役員決定までの流れ、問題点や課題につい
て情報を共有致しました。

【５月１４日】
学級代表委員
分科会の講師は「みたか SC サポートネット」代表の大変エネルギッシュな方でした。「よいクラスを作るた
めに私たちにできること」をテーマに５～６人のグループに分かれ、親にできること、親子の関わり方につい
て他の中学校の方と意見交換しました。PTA のお仕事は「1 年間どうせやるなら楽しく！」そのためには努
力と工夫が必要だと改めて感じました。

校外生活委員
グループディスカッション形式で 各校の活動内容、懸案事項について話し合いました。
神明中学校は配布文書のリマインドメール、お手伝い制の活用など、スリム化され効率的だと感じました。

広報委員
グループディスカッションでは、限られた予算の中で、どのようにクオリティの高い紙面 を作るか、話し合
いました。後半は講師の方からのお話がありました。広報誌の意義を今一度考え、従来のやり方にとらわ
れず、年度毎に、そのメンバーらしい広報誌を作るよう、アドバイスいただきました。

教養厚生委員
四柳千夏子さんの体験談やアドバイス等をお聞きしました。
その後他校の委員の方々とグループを作り、話し合いを行いました。教養厚生委員としましては PTA 会員
の方々に楽しんで頂けるような講習会を開催しても参加されるのは役員や委員が大半を占め、なかなか人
数が揃わないというのが現状です。
そのため、どなたにでも関心が持てる高校受験の情報などを盛り込んで講習会を開いてはどうか？という
様な話が出ました。今後、皆様のご意見を参考に「参加してみたい」と思って頂けるような内容のものを考
えていきたいと思っております。

〈６〉議事
① 令和元年度スローガンについて

「さあ前へ 共に歩もう 親力」
今年度は新しい時代の始まりもあり、変化を求める言葉が多くありました。
『親力』…おやぢから…おや・ぢから…おやじ・から…オヤジから…
是非！お父さん方もどんどん PTA 活動に参加してください！

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)・・・行事の重なりなどで人出の確保が難しいこともありますが、
先生方や役員にも相談し考えた結果、昨年度と同じ、「玉入れ」をすることになりました。お父さん、用具
係の生徒さんも手伝ってくれることになりました。
◆当日のお手伝いについて
副会長より・・・・・・今年度より受付を体育大会お手伝い会員の方にお願いします。
校外生活委員より・・・駐輪場の整備をします。
教養厚生委員より・・・(先に記載の通り)PTA 競技を行います。
広報委員より・・・・・広報誌に載せる写真撮影を行います。保護者向けの撮影 NG のリボンを受付に
用意します。
5/25（土）、とても暑い日でしたが、体育大会無事に開催できました。ご協力いただきまして、
ありがとうございました！
③ 杉並区次世代育成基金への寄附について
杉並区次世代育成基金とは、区が主催・共催する以下のような体験、交流事業に参加する子供たちを支援
するための基金で、毎年１万円寄附してまいりました。
中学生海外留学・中学生小笠原自然体験交流・交流自治体中学生親善野球大会など
今年度も承認され、寄附することになりました。

〈７〉その他の連絡事項
① PＴＡ総会・歓送迎会について
５月１１日(土)１２：００～図書室でＰＴＡ総会を開催しました。
全ての議事において承認されました。
１３：００～視聴覚室で歓送迎会を開催しました。
大変和やかな会となりました。
ご出席くださった皆様、ありがとうございました。
② 神明祭について～日程が決まりました！
５／３１

地域教育連絡協議会 第１回懇談会

６／３

全校朝会で生徒に呼びかけ、企画申込書配布

６／２１

企画申込書締め切り

６／２６

第１回子ども実行委員会

７／３

第２回子ども実行委員会

７／１１

子ども地域活動促進事業実行委員会・準備会

９／５

第１回子ども地域活動促進事業実行委員会

９／２０

食品衛生講習会、第２回子ども地域活動促進事業実行委員会・結団式

９／２１

神明祭当日

１０／２

第３回子ども地域活動促進事業実行委員会（反省会）

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
一斉配信メールは、年額で支払っており、何通送っても定額な為、もっと活用したいと思っています。
お子さんが手紙を出さない、という場合も多々あり、保護者の方のお手元に届いて欲しい手紙を配布した時
にも連絡出来ればと思います。全員ではなく一部の方向けの手紙の場合もありますが、ご了承くださいますよ
うお願いします。なお、配信出来るのは学代と会長のみとしています。各委員会にて配信したいメールがあれ
ば、委員長から会長宛に文面をください。確認後、会長から配信をします。
また本年度は一斉メールにてお手伝いの方のお名前をお知らせします。過去にお手伝いを知らなかった、
忘れていた等があり、やる気はあったのに参加しなかった、お手伝いの方が来なくて役員や委員が急遽対応
して負担となってしまった…等があったからです。皆様が気持ちよく子供たちのサポートができますよう、また
保護者が楽しんで自己研鑽できますよう、ご理解いただきたくお願いします。

＜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
⑤ その他
＊特別支援教室が５月１６日よりスタートしました。一日一時間になります。
ほかやま

＊３年生の英語 瀬谷先生に代わり ５月２１日より外山先生が入りました。３年生の副担任も
してくださいます。
以 上
次回の運営委員会は７月６日（土）９：３０から PTA 室にて開催します。

