
 

・給食試食会 7/12報告  ・部活動体験集計結果 

・神明祭（9/17） 開催決定！※前日結団式あり 

・祭礼パトロールについて（白山神社・荻窪八幡） 

・二学期のサタスタ日程  

・来年度 PTA役員選考方法について 

・どうなる⁉NEW神明中！・・・改築懇談会報告（三浦会長より）」 

 

９月 
 

運営委員会だより No.４ 
令和４年９月９日 

神明中学校ＰＴＡ 

会長 三浦 聡子 

９月９日(金) 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。 

                  参加者：校長、副校長、PTA役員、各委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈１〉 三浦会長挨拶 

おはようございます。2 学期が始まりました。皆さま夏休みはいかがお過ごしでしたか。お休

みの間も子どもの体調管理や感染対策にご協力いただきましてありがとうございました。休み明

け、学級閉鎖になっている学校もあるそうですが、神明の子どもたちは毎日元気に登校している

そうでホッとしております。 

行事の多い 2 学期、まずは 2 年ぶりの神明祭ですね。夏休み中も神明祭担当の方々中心に準備

を進めてくださっていましたが、前日、当日はたくさんの保護者の皆さまがお手伝いして下さい

ます。どうぞ宜しくお願い致します。神明中の子どもたち、また近隣の小学生が楽しく参加でき

るよう、ご家庭でのお声掛けもご協力お願いします。 

 

 

〈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。また、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。長い夏休みが終わり、生徒は元気に登校し、少したくま

しく成長したように思えます。今年の夏休みは、部活動の生徒にとって異常気温のため大変だっ

たと思いますが、部活動に熱心に参加し、頑張っていました。３年生は、目標進路に向け勉強に

励んだことと思います。 

夏休み明け、いろいろ心配しましたが、落ち着いたスタートが切れていると思います。２学期

は、一番長い授業日数と様々な行事があります。生徒は、行事に取り組み、勉学に励むことで、

より成長する大切な時期です。特に文化発表会で、神明中の生徒がどこまで成長するか本当に楽

しみです。 

ＰＴＡ運営員の皆様ならびに保護者の方々には、小学生部活体験・新入生保護者説明会・サタ

スタ・神明祭など、ご協力に感謝申し上げます。２学期も様々な場面でご協力いただくことがあ

ると思いますが、よろしくお願いします。 

 

 

〈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。 

Topics 



 夏休み中、大きなトラブルもなく、２学期がスタートしました。２学期は様々な行事が多くあ

り、生徒にとっても楽しみな時期でもあります。 

 9月は、神明祭や祭礼パトロールなど役員さんや委員さんのお力をお借りする機会が多くなり

ますが、2学期もよろしくお願いいたします。 

 

 

〈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) 

 

7/19 第 2回学校運営協議会 

7/21 令和 5年度教育予算要望書を 

     教育長へ提出 

7/31 さんだるセミナーIN世田谷 

（高校個別相談会） 

8/5  第 3回神明中学校校舎改築検討懇談会 

8/19予算要望案アンケート配信 

8/25 第 4回神明中学校校舎改築検討懇談会 

8/29 P協拡大委員会 

9/3  新入生学校公開・学校説明会 

 

9/7  第 5回支援本部定例会 

9/8  震災救援所連絡会 

9/12 第 2回 P協実行委員会 

     第 2回 2分区会 

9/20 第 3回学校運営協議会 

9/28 令和 4年度学校保健給食委員会 

9/29 荻窪青少年育成委員会常任委員会 

10/上旬 令和 6年度教育予算要望書 

素案作成 

10/4 第 5回神明中学校校舎改築検討懇談会 

10/21第 3回 2分区会 

役員全体 7月/9月 部活動体験受付 

9/2 役員会 

9/9 第 4回運営委員会 

 

9/16 神明祭前日準備 

9/17 神明祭手伝い 

10/8 文化発表会手伝い 

学級代表 7/9  学校公開受付 

8/下旬 神明祭受付担当決め 

9/9  第 4回運営委員会 

     神明祭仕事打合せ 

 

9/11 神明祭受付担当者へお手紙配布 

9/17 神明祭受付 

校外生活 7/9  定例会 

     校外生活委員便り配布 

     「祭礼パトロール」のお手伝いの方

へお手紙配布 

駐輪場整備の備品チェック 

9/2  「白山神社パトロール中止」を   

一斉メールでお知らせ 

9/9  第 4回運営委員会 

 

9/10 サタスタ③ 

9/17 神明祭駐輪場整備 

9/17,18 荻窪八幡神社祭礼パトロール 

 

教養厚生 7/10 給食試食会詳細打合せ(LINE) 

7/12 給食試食会・反省会 

7/14 給食試食会アンケート集計 

8/31 給食試食会広報記事作成 

9/9  第 4回運営委員会 

 

 

広報 7/9  修学旅行での写真を先生に依頼 

7/12 給食試食会の取材 

9/1～第 2号について打合せ 

9/3  体育大会の写真の選定 

9/7  デザイン事務所と打合せ 

9/9  第 4回運営委員会 

 

9/17 神明祭の写真撮影 

10/8 文化発表会の写真撮影 

 



選考 9/9  第 4回運営委員会 

 

来月配布予定の原稿確認、打合せ 

神明祭・地域 

 

7/9  保護者会にて Tシャツ宣伝 

7/11 Tシャツ発注用集計 

7/20 Tシャツ発注・集金 

8/27 テントチェック・汚れ落とし 

8/29 Tシャツ受け取り 

9/1  Tシャツ仕分け・配布 

9/7  支援本部と打合せ 

     パンフレット、ポスター印刷等 

9/9  第 4回運営委員会、役員と打合せ 

 

9/16 神明祭前日準備 

9/17 神明祭当日手伝い 

 

 

 

〈５〉 委員会報告・連絡事項 

① 給食試食会【教養厚生委員】 

食スタイルで 33名が参加。 

当日メニューの夏野菜カレーは飴色になるまで炒めた玉葱と豚骨スープが使われており、 

アンケートではほぼ全員が自由欄に「美味しかった」と書かれていました。 

栄養士 森先生のお話では材料費高騰に際し、様々な工夫をされている事や業務委託の方々

がかなり厳しい目で食材検品（例:ちりめんじゃこの中のカニやエビの除去、椎茸のヒダの中

の虫の発見）してくださっている事等、『興味深い話だった』『勉強になった』という声が

多く聞かれました。 

今回は今までの講演会後に試食ではなく、試食後に先生のお話としました。お話の長さに

ついては好評でしたが、試食を先にすると開始時刻に全員揃わない等問題点があったため、

改善が必要。 

※『食育だより』は神明中 HPに過去分も掲載されているので、見たことがない、存在を知

らないという方は是非！ 

 

② 部活動体験【会長】 

7月と 9月に部活動体験を開催し、役員とお手伝いの方で受付をしました。 

参加総数 50人とたくさんの小学生が参加してくれました。 

 

③ 神明祭 9/17(土) 開催が決定【神明祭・地域委員】 

11：00～13：00校庭・校内 

11：15～15：00体育館 

参加対象：どなたでも参加可能 

部活単位での参加が少ないため、生徒には学校支援本部のブースのお手伝いを募集。 

前日準備で結団式あり。当日お手伝いをしていただく生徒にも結団式に出てほしい。 

 

※来校に際しコロナ対策として、検温消毒を徹底し、受付でパンフレットにある体温と 

名前等を記載する箇所を切り取り提出していただきます。 

※ペットボトルやパンの販売も行いますが、ペットボトルの飲み物は熱中症対策として 

飲料可。パンは、持ち帰りのみとさせていただきます。 

  

 

 

 

 



④ 祭礼パトロール【校外生活委員】 

    9/7(水)、9/8(木) 白山神社 → 中止 

 

9/17(土)、9/18(日) 荻窪八幡神社 → 3 年ぶりに開催 

パトロール：17日、18日いずれも 19時半～20時半  

※境内の中で飲食禁止 外で食べないといけない。 

先生方もパトロール予定です（波多野先生担当） 

 

  ⑤ サタスタについて【校外生活委員】 

    二学期のサタスタ：中間考査前   9/10㈯ 10時～  

   期末考査前 11/ 5㈯ 10時～  

   11/12㈯ 14時～（土曜授業のため） 
 

〈６〉 議事 

PTA 役員選考方法について 

互選会の案も出ましたが、互選会に出られない場合に不公平になるため、例年通り選考に 

関するアンケート方式で行うこととします。 

来年度の副会長の人数：来年度は増員する必要は無いため、副会長は２名。 

 

 

〈７〉 連絡事項 

改築について【会長】 

夏休み中 2回懇談会がありました。 

8 月 5 日の井草中学校見学会、25 日の懇談会に出席致しました。前回は校舎配置案について

検討し、4 つのパターンについて意見交換が行われました。詳細については区のホームページか

らご覧いただけます。 

また 7 月に神明中学校保護者の皆さまにアンケートを配信し、たくさんのご意見ご要望をい

ただきました。こちらは区の整備課にお伝えしております。 

改築期間中における子どもの学校生活について多くの保護者が不安に感じており、特に成長

著しい中学 3 年間の子どもに十分な運動量が確保できるのか大変危惧されています。校庭代替

に関しては区に早い段階での説明を求めています。 

今後もみなさまからのご意見ご要望お待ちしています。 

 

◎改築案（設計）について 

校舎は、I型、L 型、それぞれプールの有無の 4案から選ぶことなり 

ます。 

詳しくは、杉並区ホームページに改築案が掲載されています。→ 

（QR コード：区の HPの神明中改築に関するサイト） 

 

次回の       

運営委員会は 

決まり次第、ご連絡いたします！ 
 


