令和３年１１月２４日

神明中学校ＰＴＡ
会長 三浦 聡子

１１月２４日(水) ９：３０から視聴覚室にて第４回運営委員会が開かれました。９月の第３回運営委員会
は緊急事態宣言中ということもあり中止でしたが、同日にお試しリモート運営委員会を行いました。PTA
活動報告は第３回、４回報告分を合わせて載せてあります。
参加者：校長、PTA 役員、感染予防のため各委員 1 名ずつ
・PTA 活動報告
・駅伝大会(12 月 12 日) 今年も走ります！ フレー！フレー！ 神明中！
・学校保健給食委員会 報告
・P 協研修会 報告
・PTA メール配信システム変更について
・謎解きイベント開催について(12 月 9 日～22 日)
・その他 合格鉛筆 中止になった行事など
〈１〉 三浦会長挨拶
おはようございます。お忙しい中ありがとうございます。先ほど整備課の方からお話しがありましたが、
今後神明中の改築に関するご意見ご質問は、PTA 目安箱にお願い致します。
さて、前回は初めてのリモート運営委員会にご参加いただきましてありがとうございました。私たちも
初めての試みで少しトラブルもありましたが、温かい目でご参加くださり、感謝しております。今後もリモ
ート開催になるかもしれませんのでその際にはよろしくお願い致します。
10 月は様々な活動がございました。文化発表会では受付のお手伝いをさせていただきました。私た
ち保護者も観覧することができ、子どもたちの歌声に感動しましたね。神明祭は DVD 開催になりました
が、12 日から 4 日間神明祭ウィークを開催しました。期間中はストリートピアノ、美術部の作品展、黒板
アート、チェキで写真を撮るサービスもありました。連日たくさんの子どもたちが遊びにきてくれました。
栄養士の山本先生も毎日ピアノを弾いてくださいました。16 日は神明クラブの方中心に池掃除を行い
ました。23 日には新入生説明会があり、みなさんから提供していただいた正装用衣類の譲渡会を行い
ました。とても好評で、たくさんの方にお持ち帰りいただきました。
コロナの感染状況もだいぶ落ち着いてきましたが、家庭でも気を緩めることなく対策していきたいと
思います。
本日もよろしくお願いします。
〈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。コロナ禍の中、制限さ
れた練習、選択曲１曲の発表となりましたが、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８日（土）

の開催となります。ぜひ多くの保護者の方々に鑑賞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。２年生
は職場体験、１年生は校外学習と普段の学校生活とは違った体験をしてきました。体験を次に繋
げて欲しいと思います。区の連合文化祭では、演劇部の発表、書評座談会への参加、作品展には、
美術科・技術科・家庭科の作品を展示しました。また、１２月１２日（日）には区駅伝大会があ
ります。神明中生の頑張りを期待したいと思います。
最後になりましたが、コロナ感染が減少傾向にありますが、学校として引き続きコロナ感染予
防に努めていきます。ご家庭でも引き続き、朝の検温や体調管理に努めていただければと思いま
す。よろしくお願いいたします。
〈３〉 副校長先生挨拶
保護者の方には、日頃よりご協力ありがとうございます。
「欠席・遅刻・早退連絡フォーム」で
の送信、「教育調査アンケート」も Microsoft フォームでの回答をお願いします。
２学期もコロナ禍の中、内容の精選、対策等工夫をしながら学校生活を終えようとしています。
期末考査も終わり、３年生もいよいよ進路に向けてのラストスパートに入ります。面接練習も始
まります。１２月には、各学年三者面談がおこなわれます。振り返りを行い、成長できたところ
は自信をもって、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。体調を
崩さず目標に向かって頑張ってください。
〈４〉 役員委員活動報告
会長
副会長
（役員全体活動以外）

活動報告
9/29 謎解きイベント予告動画撮影

活動予定
12/ 1 支援本部定例会

9/30 荻窪育成会常任委員会

12/ 8 P 協 教育委員との懇談会

10/6 支援本部定例会

12/12 中学駅伝大会

10/16 池掃除

12/22 P 協 教育長との懇談会

10/19 学校運営協議会
10/23 新入生説明会
10/27 学校保健給食委員会
11/10 支援本部定例会
11/15 P 協第 3 回実行委員会
P 協研修会
11/16 学校運営協議会
役員全体

9/29 謎解きイベント予告動画撮影
10/ 9 文化発表会 受付

12/吉 第４回運営委員会だより HP へ UP
12/ 9〜22 謎解きイベント

10/12〜15 神明祭ウィーク
10/27 合格鉛筆文言打ち合わせ
11/12 役員会
11/24 第 4 回運営委員会
学級代表
校外生活

10/23 学校公開受け付け取りまとめ
9/7,8 白山神社祭礼パトロール中止
9/11 サタスタ③中止

その他
・次年度に向けて新メール配信システムの
資料作り（学代・書記合同）
・ＬＩＮＥＷＯＲＫＳ運用マニュアル作成など
・次年度に向けて新メール配信システムの
資料作り（学代・書記合同）
12/上旬 第４回郊外生活委員定例会
(最終回）

9/11,12 荻窪八幡神社祭礼パトロール中 2/19 サタスタ⑥
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止

校外生活

9/18 神明祭駐輪場整備中止
11/ 6 サタスタ④開催 参加者 23 名
11/13 サタスタ⑤開催 参加者 29 名

教養厚生

11/16 第 2 回教養厚生委員会
スクールカウンセラー先生との茶話会が

12/ 5 スクールカウンセラーに聞いて
みたい事募集の手紙作成

中止のため、先生に聞いてみたい事を手紙 12/10 頃 上記手紙の印刷・配布
で募集し、委員が先生に質問、回答内容を
手紙等で知らせる事とする。
広報

6/ 5 体育祭での写真撮影

12/14 広報専門委員会出席

6/13 印刷デザイン事務所へ入稿
6/21〜6/27

初校校正

6/28 印刷依頼
7/ 7

広報誌第一号完成 仕分け、配布

7/ 8

修学旅行の写真・原稿を学校へ
依頼

11/ 9 文化発表会の写真撮影
11/15 オンラインにて第二号誌面の打ち
合わせ
11/17 部活動写真撮影について学校と
打ち合わせ
選考

6/7〜アンケート原案の見直し
7/8 アンケートに添付する原稿再作成
7/15〜10/1

選出方法見直し案検討。

見直し案原稿と従来型の原稿作成
10/10 選出方法決定
アンケート原稿再作成
10/11 配布文書承認(副校長、会長)
10/11 アンケート、推薦用紙配布のため
の印刷作業
10/22 アンケート、推薦用紙配布のため
の封入作業
10/23 メ-ル配信
11/5〜11/11 アンケート、推薦用紙未提出
の人への連絡
11/12 アンケート、推薦用紙集計作業
11/13〜推薦者などへ連絡
神明祭・地域

6/ 9 支援本部定例会
6/15,25 希望の家打合せ、美術部打合せ
6/26 委員打合せ
6/28 地教推定例会•神明 T シャツ・
手ぬぐい申込書配布
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推薦者などへの連絡

神明祭・地域

7/ 6 T シャツ(以降、T)手ぬぐいサンプル
納品•校内掲示
7/ 7 支援本部定例会
7/10 委員•支援本部合同打合せ
7/12,13 神明 T 手ぬぐい受注集金
7/26 希望の家へ T 手ぬぐい発注
8/ 5 副委員長•支援本部打合せ
8/31 T 手ぬぐい検品仕分
9/ 1 支援本部定例会•T 手ぬぐい渡し
9/ 6 一部参加生徒のビデオ撮影
(他は支援本部)
9/10 T 手ぬぐい追加受注集金、希望の家
発注
9/15 支援本部定例会
9/16 T 手ぬぐい追加分納品、検品仕分
渡し
9/18 神明祭→延期
後述「神明祭ウィーク」へ変更に
10/ 6 支援本部定例会
10/12〜15 神明祭ウィーク開催

〈５〉 議事・連絡事項
①

駅伝大会について（杉並区中学校対抗駅伝大会２０２１）
１２月１２日(日) 大会本部会場：都立和田掘公園陸上競技場
男女それぞれ選抜された生徒（５名ずつ）が走ります。
今年度も保護者応援については制限があると思われます。現時点では昨年と同様の予定で
す。

② 学校保健給食委員会 報告(10/27 出席：三浦・賀川・舞草)
学校医の先生方、海谷先生、山本先生、各学年の先生方からお話がありました。
学校医の先生方からは定期健康診断の結果や身体測定結果、またコロナウィルス感染症に
ついての詳しい説明もありました。
山本先生からは食育の取り組みのお話しがありました。二年生が技術でかぶの栽培をし
ているそうです。うまく育てば給食のメニューにもなるそうです。給食の献立は栄養面
だけではなく、図書コラボ給食や、旬の食材の歴史をまとめてくださるなど、よく考え
工夫されて提供されていることがわかりました。
また学校の方からは、朝の体温チェック、放課後の消毒作業など感染症対策もしっかり
してくださっており安心致しました。
③

P 協研修会 報告
子どもたちの学びを保護者はどう支えるか、私が私として私らしく子どもにかかわる、
というテーマで講師の先生をお呼びして研修会が行われました。

教育委員会から杉並区教育ビジョン 2022 の案が策定され、それを踏まえたテーマとなって
おり、具体的には
・子どもの思いを尊重する
・違いを受け入れる
・対話を大切にする
・学びの成果を贈り合う
・社会を創る当事者として考える
これらについて、講師の先生が具体例を挙げてお話しをしてくださいました。
子育てをテーマにグループディスカッションをしましたが、お互いに悩みを共有することが
でき、自分自身もストレス発散できました。
④

PTA メール配信システム変更について
令和４年度より、現在使用している PTA 保護者連絡網 R365.jp から「マ・メール」へ変更。
≪今後のスケジュール≫
令和４年２月 マ・メールお試し運用の申込
→ 登録方法や運用マニュアル作成（学代・書記）
～３月 テスト運用
令和４年度４月より本契約

⑤

謎解きイベント開催について
開催期間：１２月９日～２２日
神明祭で行う予定だった謎解きイベントを２学期の最後に開催できることになりました。
今回も昨年同様、参加賞として心ばかりの景品をご用意させていただきました。また、正解
者の中から抽選で、各クラス５名の計４５名には特別賞として更にプレゼントがあります。
生徒の皆さんには奮ってご参加いただければ嬉しいです。

⑥ 卒業式関連について
・卒対は 1 月に話し合いをする予定です。
・紅白まんじゅうについて 昨年同様に PTA から全員に向けて贈る予定です。
・卒業式はコロナの状況をみながら開催方法などを決定する予定です。
⑦ 中止になったもの
・餅つき大会（１２月１１日） → 新型コロナ感染防止のため、中止と致しました。
餅つき大会は中止ですが、3 年生に対し今年も PTA よりメッセージと共に合格鉛筆を
贈らせていただきます。
楽しみにお待ちいただければと思います。
・２分区交流会について → 当番校でしたが 中止になりました。
〈６〉その他
神明中改築について

運営委員会開始前に杉並区教育委員会事務局学校整備課長の河合様が、神明中改築についての
説明に来てくださいました。

次回の
運営委員会は

決まり次第ご連絡いたします！
以 上

