
 

・夏休み中の閉庁日について（副校長挨拶文中） 

・給食試食会（7/12）  ・部活動体験の日程・対象学年について 

・神明祭（9/17） 開催時間帯や現時点での状況報告 

・どうなる⁉NEW神明中！・・・改築懇談会報告（三浦会長より） 

・正装用古着を随時募集！ 

 

７月 
 

運営委員会だより No.3 
令和４年７月１４日 

神明中学校ＰＴＡ 

会長 三浦 聡子 

７月８日(金) ９：３０から視聴覚室にて第３回運営委員会が開かれました。 

                  参加者：校長、副校長、PTA役員、各委員会 2名ずつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈１〉 三浦会長挨拶 

おはようございます。もうすぐ 1 学期も終わりますね。各委員会の皆さま、学校公開の受付

や第一号広報誌の発行、校外生活便りの発行、給食試食会開催、神明祭打ち合わせなど、大変

お疲れ様でした。役員も保護者会での委員決めから始まり、定期総会、運営委員会開催、PTA

セミナー、体育大会の受付といろいろと活動してまいりました。私個人では今年度 P 協がコロ

ナ前の活動に戻り、分区内の会長、副会長の方と会う機会も多いのですが、他の学校のやり方

や考え方を伺うことができ、とても勉強になりました。そして改めて神明の保護者の方が皆さ

ん協力的で、子どもたちのためにご尽力くださっていると実感しています。また先生方も保護

者の意見に熱心に耳を傾けてくださり、本当にありがたいと思っております。 

さて、最近また感染者が増えてきました。第 7 波に突入とも言われておりますので、夏休み

の過ごし方については十分注意していきたいと思います。また、子どもが事件や事故にも巻き

込まれないようにご家庭でもお声かけなどよろしくお願いします。 

２学期が始まりますと神明祭もありますので、またたくさんの方にご協力をお願いすると思

いますがよろしくお願い致します。 

 

〈２〉 校長先生挨拶 

今日はお忙しい中、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ご理解、

ご協力いただきありがとうございます。さて、今年度も、あっという間に１学期を終えようとし

ています。コロナ感染に気を付けながらの４ヶ月でしたが、お子様の成長を感じているのではな

いでしょうか。 

この１学期を振り返ると、子供たちは、さまざまな行事に積極的に取り組んだと思います。体

育大会では、今年も実行委員を中心に生徒自らが積極的に活動し、全力で取り組む競技、最後ま

で諦めない姿、責任ある係活動など、よき伝統を守りさらなる発展をさせてくれました。また、

ＰＴＡの皆様方にご協力いただいたことを感謝いたします。 

１年生はフレンドシップスクール、２年生は校外学習と様々な体験を通して、しっかり取り組

むことで生徒の成長する姿をみることができました。３年生は１２日（火）から修学旅行です。

最後の宿泊行事です。想い出深い行事にして欲しいと思います。 

コロナ感染者が増加してきていますが、コロナ感染防止に努めながら、これからも、皆さま方

と連携・協力して様々なことに取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

Topics 



〈３〉 副校長先生挨拶 

こんにちは。副校長の中里です。本校ＰＴＡの皆様には、日頃より神明中の教育活動にご理解

とご協力をいただきありがとうございます。 

 さて、早いもので、１学期もあと２週間余りで終了し、夏休みを迎えます。１学期は、体育大

会、サタスタ、英検、漢検など、様々な場面で多くの PTA 役員や委員の方々にお手伝いいただき、

ありがとうございました。今後も、部活動体験の受付、２学期には神明祭などでお力をいただく

ことと思いますが、よろしくお願いいたします。 

学校では、１年生のフレンドシップスクール、２年生の校外学習（横浜方面）、３年生の修学

旅行などの取り組みが行われ、期末考査も終了しました。それぞれ学年ごとに有意義な時間を過

ごせたと思います。 

 昨年度と同様、夏季休業中において教員が出勤しない日（学校閉庁日）を設定いたします

【８月１０日（水）～８月１６日（火）】。ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願

いいたします。２学期始業式は、８月３０日（火）です。 

 

〈４〉 役員委員活動報告 

  活動報告 活動予定 

会長 

副会長 
(役員全体活動以外) 

 

6/8  第 3回学校支援本部定例会 

6/13 P協拡大委員会 

6/14 学校運営協議会 

6/20 P協実行委員会 

6/21 震災救援所連絡会 

6/23 神明中学校区地域教育推進協議会 

     第 1回全体会・懇談会 

6/24 第 2回改築検討懇談会 

6/30 荻窪青少年委員会常任委員会 

7/6  第 4回学校支援本部定例会 

7/6  神明祭実行委員会  

 

7/16 東京防災学習セミナー 

7/19 学校運営協議会 

7/21 令和 5年度教育予算要望書提出 

     教育長との懇談会 

7/29 東京防災学習セミナー 

8/5  改築検討懇談会（井草中学見学） 

8/29 P協拡大委員会 

8/25 改築検討懇談会 

9/7  2分区会 

9/7  第 5回学校支援本部定例会 

9/16 神明祭準備 

9/17 神明祭 

 

役員全体 6/4  体育大会受付 

6/29 役員会 

7/8  第 3回運営委員会 

 

7月/9月 部活動体験受付 

学級代表 6/初 学校公開お手伝い担当者へのお知ら 

せ配布 

6/18 3年生卒業対策委員選出 

7/8  第 3回運営委員会 

 

7/9 学校公開受付 

校外生活 5/27「体育大会駐輪場整備」「サタスタ」

お手伝いのかたへプリント配布 

駐輪場整備の備品チェック 

6/4  体育大会駐輪場整備 

6/11 サタスタ① 

   神明駐在所インタビュー 

6/18 サタスタ② 

7/8  近隣小学校 5校へ駐在所インタビュ

ー記事とチラシを配送(交換便にて) 

7/8  第 3回運営委員会 

 

7/9 第 2回定例会 

「校外生活委員便り」全校生徒へ配布 

「祭礼パトロール」お手伝いの方へ配布 

 



教養厚生 6/6 試食会手紙作成 

6/7 試食会お手伝いの方へマメール配信依頼 

6/9 試食会手紙印刷、配布 

栄養士の森先生と打合せ 

風間先生に放送関連相談 

6/16,18 手紙回収、参加者集計 

7/7 試食お手伝いの方へ手紙配布 

7/8 第 3回運営委員会 

栄養士の森先生と打合せ 

 

7/9  試食会担当決め 

7/12 給食試食会・反省会 

広報 6/4  体育大会にて写真撮影 

6/8  第 2校入稿 

6/9  各小学校に 5,6年生の人数を確認 

6/9  PTA会長に確認依頼 

6/10 学校に確認依頼 

6/13 第 3校入稿 

6/20 お休みされていた用務さん写真撮影 

6/22 第 4校入稿 

6/25 新規の施設管理さんの写真撮影 

6/29 第 5校入稿、印刷依頼 

7/7  広報誌仕分け作業、各小学校に持参、

町内会用配送依頼 

7/8  第 3回運営委員会 

 

7/9  修学旅行での写真を先生に依頼 

7/12 給食試食会の様子を撮影 

9/1～ 第 2号について打合せ 

選考 2学期活動に向けての原稿確認等 

7/8 第 3回運営委員会 

 

 

神明祭・地域 

 

6/8  神明祭実行委員会 

   神明祭募集チラシ他 印刷、配布 

    Tシャツデザイン決定、見本依頼 

6/23 神明祭 Tシャツ 申込用紙印刷、配布 

6/29 Tシャツ見本展示 

7/6  神明祭実行委員会 

7/7  神明祭出店者、発表希望者 打合せ 

7/8  Tシャツ申込み、集金 

第 3回運営委員会 

 

7/9  保護者会にて T シャツ申込み、集金 

7/11 T シャツ申込み、集金 

夏休み中 テント確認、他 

 

〈５〉 委員会報告・連絡事項 

① 給食試食会 

7/12（火）に視聴覚室で行います。今年はお手伝いさんも含めると３２名という大勢の

方々にお申し込みをいただき、ありがとうございます。 

ラジオ放送を聞きながら黙食し、食後に栄養士さんのお話を伺います。 

 

② 部活動体験 

7/11(月)～7/15(金)、7/19(火)、8/31(水)、9/1(木)～9/6(火) 

● 近隣の小学校の５、６年生が対象です。正面玄関（来賓玄関）で受付をします。 
 

 

 

 



③ 神明祭 9/17(土) 

 11：00～13：00校庭・校内 

11：15～15：00体育館 

● ペットボトルやパンの販売も行いますが、校内では飲食が出来ないので早めにお昼を

食べてぜひいらして下さい。 

● 近隣小学校にはパンフレットを配る予定です。名前・電話番号・体温を書いてもら

い、受付で回収します。 

● 現在、T シャツ 41 枚、手ぬぐい 12 本の申し込みがあります。当日販売も検討中で

す。 

● 震災救援所のブースが出る予定です。起震車、ポンプや煙体験が出来ます。 

● 神明祭前日・当日お手伝いに登録のみなさまには、後日マメールにてご連絡します。 

 

 

④ 祭礼パトロール【校外委員より】 

    9/7(水)、9/8(木) 白山神社（未定） 

9/17(土)、9/18(日) 荻窪八幡神社（未定） 

● 祭礼が執り行われ、境内に出店が出る場合は、1 日 3 名のお手伝いの方々にパトロー

ルをお願いします。 

 

 

〈６〉 議事 

① 各委員会のマメール利用状況について 

保護者連絡網マメールの利用状況についてご報告します。 

２１件使用 (7/8現在 ※テストメールを含む) 

予約配信が可能となり、クラス毎の連絡や、PTA活動の情報発信にかかせない一斉メー

ルの配信は便利になりました。 

活用方法は、今後も運営委員会で話し合い改善していきます。 

 

 

〈７〉 連絡事項 

① 体育大会報告（三浦会長） 

PTAのお手伝いの方と役員で、正門と北門の二カ所の受付を致しました。今年度はた

くさんの保護者の方が来校し、盛り上がる大会となりました。 

保護者の方から、子どもたちの熱中症予防のため、生徒の席にテントを張ってほしい

とのご意見をいただきましたので、ご検討お願い致します。（学校側へ依頼） 

 

② 会計より 

● 「会計のマメール利用について」 

入金はお子様の名前がカタカナで入るため、クラスと名前の確認をするためにマメー

ルの登録内容を確認しながらチェックしました。 

昨年度と違い、スムーズなチェックができたと思います。 



● PTA 会費の納入について、先程もお伝えしましたが、お子様の名前で入金していただ

くなど、皆様のご協力で無事に回収することができました。ありがとうございまし

た。 

 

③ 改築懇談会（三浦会長） 

1 学期は 5/10，6/24 の 2 回開催されました。基本設計を行うにあたり、改築基本方針

（たたき台）について、ビジョン１から３の大きな柱と、目標について話し合いました。具

体的な設計はこれから他の学校の見学などもあり、参考にしながら決めていくのだと思いま

す。PTA としましては、保護者の皆さまからのご意見を随時募集し、お伝えしていきたいと

思っています。 

私は桃ニ小の改築の際にも懇談会に参加しましたが、立派なビジョンのもとに完成した校

舎は、実際使ってみると不便な部分も多くあるとのご意見をいただきました。やはり、実際

に校舎で過ごす子供たちや先生方の目線で設計していくことが必要であり、大事であると思

っています。 

また、改築期間中の運動スペースについても早めに確保しなければならないと思います。

桃ニ小の場合、近くの荻窪高校グラウンドを使わせていただきました。体育館と屋上は使え

ましたが、体育の授業もかなり少なくなり、子どもは本当に不自由な思いをしたと思います。

神明中の改築ではそういったことにならないようにしていただきたいと思います。 

改築については学校からも保護者や近隣の方々に随時ご報告していただければと思います。 

 

 

④ その他 

● 正装用古着募集について 

7/5 にマメールでお伝えしましたように、今年度も正装用衣類の募集をいたします。

使わなくなった古着がありましたら、ぜひご寄付ください。来年３月まで随時募集し

ます。 

３階 PTA 室前の箱に入れてください。 

 

● PTA 目安箱の利用について 

多くの皆さまにご利用いただいております。これからもご意見やご質問などお気軽

にどうぞ！  

                                       以 上 
    

次回の       

運営委員会は 

９月９日(金)９：３０～ 視聴覚室にて開催します 

 


