令和４年２月１０日

神明中学校ＰＴＡ
会長 三浦 聡子

２月４日(金) ９：３０から第５回運営委員会が開かれました。今回も、まん延防止措置が取られる中、対
面で行うことは難しいと判断し、オンラインにて開催させていただきました。
参加者：校長、副校長、PTA 役員、各委員２名ずつ

ファイト！
・PTA 活動報告
・次年度各委員会予算について
・次年度お手伝い制について
・駅伝大会(12 月 12 日) 報告
・謎解きイベント 報告
・マ・メール、LINEWORKS について

ファイト！

他

〈１〉 三浦会長挨拶
おはようございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。今日は新役員のみなさまも出席してくださ
り、対面での開催にしたかったのですが、このような状況ですのでオンライン開催になりました。ご協力
お願い致します。
オミクロン株の感染が子どもの間でも急激に広がって、皆さまも落ちつかない日々を過ごされていると
思います。神明中でも陽性者が出ているそうです。私も保育の現場で働いていますが、今までにない緊
張感で働いています。来週からはいよいよ私立の入試も始まりますね。受験生の親御さんはお子さまの
健康管理に特別気をつけていらっしゃることと思います。いずれにせよ私たちにできることは今までと変
わらず、感染対策をしながら自分や家族の体調に気を配り過ごすことだと思います。頑張って乗り切りま
しょう。
本日もよろしくお願い致します。
〈２〉 校長先生挨拶
日頃から本校の教育活動にご理解、ご協力ありがとうございます。
コロナ感染について本校の現在の状況をお話しします。学校生活においては、マスク、手洗い・うが
い、密を避ける、換気、消毒等基本的な対策の徹底を図っています。2 年生は、スキー移動教室後の 2
月 1 日から 4 日まで学年閉鎖、5 日の土曜授業は中止とさせていただきました。部活動も 6 日まで活動
中止です。家庭感染も増加傾向にありますのでご家庭でも感染対策の徹底をお願いいたします。
2 年生は 3 月に校外学習を予定しています。今のところ実施する予定です。3 年生は 10 日から私立
受験、21 日には都立一般入試が始まります。３年生全員が第一志望に合格してくれることを祈っていま
す。
最後になりましたが、選考委員の皆様、来年度の PTA 役員の選考ありがとうございました。選考委員
の皆様には感謝申し上げます。また、本校の建て替えにつきましては、学校整備課と相談しながら保護
者の皆様にもお知らせしていきたいと考えております。
今年度も残り 1 カ月半です。新型コロナウィルス感染防止に努めながらの教育活動になりますがご協力
をお願いします。

〈３〉 副校長先生挨拶
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
3 学期が始まりました。折からのオミクロン株が猛威をふるう今年のスタートとなり、半年足らずで状況
が一変しております。運営委員会も今回はオンライン開催となりました。学校でも中止となる行事もあり、
感染防止に取り組みながら行っております。学年閉鎖等、感染拡大防止対策を講じながら行っておりま
す。
3 年生にとっては進路決定の時期となりました。体調を整えてがんばってもらいたいと思います。
〈４〉 役員委員活動報告（前回運営委員会以降の活動報告）
活動報告
会長
副会長
（役員全体活動以外）

役員全体

12/ 1 支援本部定例会

2/28 2 分区新旧実行委員会

12/ 8 教育委員との懇談会

3/ 2 支援本部定例会

12/17 給食協議会

3/ 7 P 協第 5 回実行委員会

12/22 教育長との懇談会

3/17 荻窪青少年育成委員会

1/12

支援本部定例会

1/31

P 協第 4 回実行委員会

2/15

学校運営協議会

12/9〜12/22 謎解きイベント
12/12 中学駅伝大会 応援

学級代表

活動予定

1/15

謎解き景品準備

2/4

第 5 回運営委員会

1/14 学校公開について全校一斉メール
配信

2/吉 第 5 回運営委員会だより HP へ UP
・次年度予算決定
・お手伝い制 検討
・新メール配信システムの準備
（学代・書記合同）
・ＬＩＮＥＷＯＲＫＳ運用マニュアル作成など
・新メール配信システムの準備
（学代・書記合同）

1/15 学校公開受け付けお手伝い・
とりまとめ
校外生活

12/6 第４回定例会を中止し、グループ LINE

2/19 サタスタ⑥ 実施予定

に意見等提出
教養厚生

2/17 『スクールカウンセラー先生に聞いてき

・スクールカウンセラーの先生にお礼

ました』 於 相談室
広報

11/15 オンラインにて第二号誌面の

2/15 スキー教室の現行及び訂正箇所を

打合せ

デザイン事務所へ

11/17 部活動写真撮影について学校と

2/23～28 二版校正、PTA 会長及び学校へ

打合せ
11/29～12/8

チェック依頼
部活動写真撮影

12/14 広報専門委員会出席
11/29～1/5

広報誌第二号のデータ入力、

誌面作成
1/6

印刷デザイン事務所へ入稿

1/ 11 スキー教室の写真・原稿を学校へ依頼
2/2～14 初版校正
選考

11/13〜推薦者などへ連絡
12/14 新役員候補決定

3/1

印刷依頼

3/14 広報誌第二号完成 仕分け、配布

神明祭・地域

特になし

卒業対策委員

・先生方へのお花、子供たちへの 1 輪のお花 3/4 子供たちからのメッセージカードを
注文担当決め
・色紙メッセージカード購入担当決め

回収
3/5 第 2 回打合せ

・お花屋さんへの注文(完了)

回収したカードを色紙に張り付け

・色紙メッセージカード購入(完了)

卒業式当日の流れを話し合い予定

・先生方に送る色紙への似顔絵を書いてくれ
る子供に依頼(完了)

〈５〉 令和４年度各委員会予算要望について
今年度もコロナの影響もあり、各委員会予算内での活動となりました。
≪見直しが必要とされる委員会予算について≫
・学級代表
保護者会でお菓子を配る時に、1 人 100 円使えない状況。消費税も高くなったので少し増やして頂
きたい。今は 1 人 80 円か 90 円位の予算ですが、１２０円くらいになると有り難いです。
→ 次回運営委員会までに役員会で検討し、報告をします。
〈６〉 令和４年度お手伝い制について
今年度の反省を踏まえまして、来年度必要なお手伝い人数の増減等、各委員会で検討していただ
き、次回の運営委員会までにまとめてください。それをもとに割り振りの見直しを行います。
〈７〉 駅伝について
役員数名応援に行きました。お天気もよく盛り上がるレース展開だったそうです。参加した生徒全員
に PTA 会費よりジュースやお菓子などの差し入れをしました。
男子 4 位、女子 19 位と大健闘でした。
〈８〉 謎解きイベント
12 月 9 日から 2 週間開催しました。たくさんの子どもたちが参加してくれました。鈴木先生が写真を
撮ってくださり、とても楽しそうに謎解きをしている姿を見てとても嬉しく思いました。予想を上回る参
加だったので、特別賞のカラーペンセットは追加購入しまして、正解者全員にプレゼントしました。
→イベントの様子は広報誌に掲載されます。是非ご覧ください。
〈９〉 マ・メール導入について
2 月 1 日に 1 か月のお試しの申し込みをしました。
今後、学代さんと共に 2 月中に登録フォーマット作りをしていく予定です。
（来年度より R365.jp→マ・メールに変更）
〈１０〉 LINEWORKS について
今年度 LINEWORKS を導入して使ってみた感想などを聞かせてください。
（→LINEWORKS 内アンケートにて回答形式）
来年度への引継ぎ方法など、これから具体的にどうやるのかを決めていきます。
ご協力よろしくお願いします。

〈１１〉 新年度役員仮承認
オンライン画面にて新年度役員（８名）の紹介をし、賛成の方は挙手をする形を取りまして、
仮承認されました。
〈１２〉 西荻地域区民センター協議会
地域と関わりたい方がいらっしゃいましたらご応募お願い致します。

次回の
運営委員会は

３月１１日（金）１４：３０～ at 視聴覚室
以 上

