
 

・各委員会の 2学期の報告は盛りだくさん 

・茶話会『スクールカウンセラーの石川先生を囲んで』 

・3年生への合格鉛筆の今年のメッセージは・・・・ 

・白熱した駅伝大会 女子８位！男子 12位！感動をありがとう！ 

・どうなる⁉NEW神明中！・・・改築懇談会報告（三浦会長より）」 

 

12月 
 

運営委員会だより  No.５ 
令和 4年 12月 26 日 

神明中学校ＰＴＡ 

会長 三浦 聡子 

１２月２０日(火) １４：３０から視聴覚室にて第５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 

本日はお忙しい中ご出席ありがとうございます。各委員会の皆さま、今学期も様々な活動にご

協力いただきましてありがとうございました。神明祭は 2 年ぶりの開催となり約 1270 名の来場

者がありました。地域の方と楽しく交流することができ、神明中の子どもたちにとってもすばら

しい経験となりました。 

来年度の役員選考も無事に決まったとのご報告を受けました。選考委員のみなさま大変お疲れ

様でした。P 協でも会長は P 協の活動が忙しく、自校の活動ができないため成り手がいないと問

題になっています。二分区は来年度執行部が回ってきます。今分区内で来年度の活動を見直す動

きがあり、一月の実行委員会で提案することにしています。本当に必要なものを見極めて活動す

ることができるよう考えていきたいと思います。 

 

〈２〉 校長先生挨拶 

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。早いもので、2学

期もあと 4日となりました。2学期も小学生部活体験・神明祭・学校公開・文化発表会・区駅伝

大会・震災救援所訓練など、学校の取組に協力いただき感謝しております。新型コロナウィルス

感染拡大防止に努めながら子供達のために PTA 活動に取り組んでいただいて心強く思っていま

す。学校としても保護者の皆様と協力して教育活動に取り組んでいければと思っています。これ

からもよろしくお願い致します。 

この 2 学期を振り返ると、子供たちは、新型コロナウィルス感染防止を意識しながら、校外学

習や職場体験、文化発表会に積極的に取り組んだと思います。文化発表会では、今年度も実行委

員を中心に生徒自らが積極的に活動し、練習から全力で取組み、本番では日頃の練習の成果を十

分に発揮されたものになりました。よき伝統を守りさらなる発展をさせてくれました。また、1、

2年生は様々な制約のある中での校外学習・職場体験でしたが、一人一人の自覚ある行動により思

い出に残ったものになったと思います。 

最後になりましたが、PTA からの合格鉛筆ありがとうございました。3 年学年朝会で生徒たちに

PTA会長の代理で手渡させていただきました。また、次年度の PTA役員選考でいろいろとご苦労さ

れたことと思います。感謝申し上げます。 

これからも、新型コロナウィルス感染拡大防止に努めながら、PTAの皆さま方と連携・協力して

様々なことに取り組んでいきたいと思います。これからもよろしくお願い致します。 

 

Topics 



〈３〉 副校長先生挨拶 

 3年生は面談も終わり、進路の目標も決まり本番に臨む時期になりました。今年も早いもので

残り数日となりました。1、2 年生も面談でお話したことを参考として 2学期を振り返り、冬休み

の生活について計画を立ててみて下さい。コロナウィルス感染症や、インフルエンザも流行しつ

つあります。体調管理をしっかりおこない、冬休みを過ごして下さい。良いお年をお迎え下さ

い。 

 

〈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) 

 

9/12 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 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 

10/18 第 4 回学校運営協議会 

10/21 第 3 回 2 分区会 

11/2  支援本部定例会 

11/4 P 協第 3 回拡大委員会 

11/8 第 6 回神明中学校校舎改築検討懇談会 

11/14 P 協第 3 回実行委員会 

11/15 震災救援所連絡会 

11/15 神明中給食運営協議会 

11/15 第 5 回学校運営協議会 

11/22 西荻地域センター懇談会 

12/1  荻窪青少年育成委員会研修会   

「子どもたちのしあわせのために地域          

としてできること」 

12/7  支援本部定例会 

12/13 第 7 回神明中学校校舎改築検討懇談会 

12/14 P 協教育委員との懇談会 
 

1/10 P 協教育長との懇談会 

1/23 P 協第 4 回拡大委員会 

1/30 P 協第 4 回実行委員会 

1/30 P 協研修会 

 

   

役員全体 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 

10/19 DVD 集金手伝い 

12/1 合格鉛筆準備 

12/10 震災救援所訓練手伝い 

12/11 区駅伝大会応援 

12/16 役員会 

12/20 第 5 回運営委員会  

 

1/25 役員会 

 

学級代表 〈文化発表会 DVD・Blu-ray 作成業務〉 

9/17  スケジュール打合せ 

9/18  業者さんへ当日スケジュール連絡・

収録内容問い合わせ 

9/26  購入事前調査お手紙配布 

10/3  集計・注文数により金額決定 

10/8  文化発表会当日 

業者さんへご挨拶・今後のスケ         

ジュール確認 

10/13 集金案内お手紙配布 

10/19 集金（会計さんと） 

10/25 発注（DVD28・Blu-ray67 合計 95） 

12/末 DVD 見本内容チェック 

    作成を依頼と支払い 

 

1/末 文化発表会 2022 

DVD・Blu-ray 完成！ 
 

 

 

 

 

 

お楽しみに！ 



〈その他業務〉 

 9/11 神明祭受付担当者へお手紙配布 

 9/17 神明祭受付 

10/22 学校公開受付取りまとめ 

10/29 P 協学級専門委員会セミナー 
     「18 歳成人、大人が知っておくべきこと」 

11/19 P 協学級専門委員会セミナー    
「特別支援教育推進計画について」 

12/20 第 5 回運営委員会 

 

 

1/14 学校公開受付取りまとめ 

 

校外生活 〈祭礼パトロール〉 

9/7、9/8  白山神社→中止 

9/17、9/18 荻窪八幡神社→実施 

〈その他〉 

9/10  サタスタ③ 

9/17  神明祭 駐輪場整備 

10/29 P 協学級専門委員会セミナー 

11/5  サタスタ④ 

11/12 サタスタ⑤ 

12/20 第 5 回運営委員会 

 

2/18 サタスタ⑥ 

 

教養厚生 12/15 スクールカウンセラーの先生を 

囲んで     

12/20 第 5 回運営委員会 

 

 

広報 9/13 広報誌第 2 号 第 1 回入稿 

9/28 広報誌第 2 号 第 2 回入稿 

9/30 部活動顧問の先生方に紹介文の依頼 

10/4 広報誌第 2 号 第 3 回入稿 

10/8 文化発表会の写真撮影 

10/17～部活動の写真撮影 

10/18 広報誌第 2 号仕分け作業・ 

   各小学校に持参・町内会用郵送 

12/11 駅伝大会の写真撮影 

12/19～第 3 号について打合せ 

12/20 第 5 回運営委員会 

 

1/27 2 年生スキー教室での写真を先生    

に依頼 

 

選考 9/中 事前アンケート用紙を 

Web アンケートに変更承認 

10/5 アンケート、Web 作成 

10/19 アンケート印刷、配布 

11/4 アンケート集計 

12/20 第 5 回運営委員会 

 

2/上 役員候補者承認手紙作成、配布 

 

神明祭・地域 

 

9/16 前日準備 

9/17 当日手伝い 

10/5 支援本部と今年の振り返りと来年へ 

の申送り 

年度末までに DVD 返却とファイル              

作成 

12/20 第 5 回運営委員会 

 

 

 



 

～ 教養厚生委員より ～ 

 ２年続けて中止となっていた茶話会『スクールカウンセラーの石川先生を囲んで』を飲食

なしの形式で開催しました。 

ペットボトルのお茶と個包装のお菓子をお持ち帰り用とし、茶話会のような雰囲気で行いました。

参加者は 14名でしたが、全員で話をするにはちょうどよい人数だったように思います。 

先生が発言しやすい雰囲気を作ってくださり、あまり他人とは話さないような内容でも次々に

発言があり、最後までシーンとする時間がない程でした。 

参加した方からは、『もっとどっしり構えていいのだと思った』、『もう少し気楽に行こう』、

『私の悩みは大した事ないかも⁉︎』等の感想がありました。 

また、今後も続けていってほしいといううれしい要望もいただきました。 

開催時期、募集方法など課題はありますが今後も続けていけたらと思います。 

 

【相談室（スクールカウンセラー:石川裕子先生）利用のご案内】 

 
 学校生活、お友達、ご家庭での困り事などお子さんに関係する事なら何でも相談できます。          

 

  ◆相談日 毎週木曜（原則）10:00〜16:30  ※詳細はスクールカウンセラーだよりに記載 

  ◆相談室直通電話  03-5336-8658 （要予約） 

  （木曜以外は留守番電話対応なので、学年クラス名前を残してください。） 

  ☆石川先生は穏やかな雰囲気で話すつもりのなかった事もついつい話してしまいます。 

  （相談経験者より） 

  ◎石川先生からも『是非、いらしてください』とのことです。 

 

 

〈５〉連絡事項 

① 神明中震災救援所訓練 

12月 10日(土) 2、3校時に開催されました。 

 1 年生も参加して、体育館では AED、校庭では起震車などを体験し校内にある備蓄倉庫

の中を見学しました。 
授業時間に開催するのは初めての試みでしたが、生徒が積極的で熱心に参加しており、

連絡会の町内会の方々は沢山の子供に体験してもらえて嬉しそうでした。 

 

② 杉並区中学校対抗駅伝大会 

12月 11日(日)、和田堀公園陸上競技場で行われました。 

 お天気にもめぐまれ、今年もヒートアップするレース展開となり、応援にも熱が入りま

した。女子は 8位入賞と大健闘。男子は 12位でした。男子アンカーの Tくんは両足がつ

った状態でゴールまでたどり着きました。私たちの声援に勝る彼の自らを鼓舞する『ファ

ヤー！』の掛け声がサイコーに格好良かったです。感動をありがとうございました。 

今年も PTAから生徒への差し入れは、栄養補給のゼリーやランチパック、ジュースの

他、個包装の菓子類を袋詰めにしたものを渡しました。 

 

③ 卒業式関連について（会計より） 

 卒業式で渡す記念品を準備します。今年度も紅白饅頭を PTA から贈りたいと思います。 

卒業対策費は今年度の卒業生の数に合わせて例年より多く計上しています。 

 卒対の話し合いはこれからとのことです。 

 



 

 

④ 餅つき大会 

 新型コロナ感染防止の観点から中止になりました。また、3 年生に対しては今年も PTA よ

りメッセージとともに を贈らせていただきました。今年のメッセージは

「持てる力を出しきろう」受験が近づいてきましたが、みなさん頑張ってほしい

です。 

餅つき大会が中止になり、PTA 会費をどのように子どもたちに還元できるか考え、今年は 3

学期の給食でハーゲンダッツのアイスクリームを提供させていただきたいと思っておりま

す。 

   （三浦会長のアイスを給食に出してもらうお話しを受けて…） 

     会計から、その他活動費の予算 12 万のうち現在の残りが¥88,461-。 

ハーゲンダッツのアイスを全員分として、生徒数＋先生の総数をざっくり計算すると   

¥45,000-くらいですので、予算的には問題ありません。 

 

 

◎ と一緒に下記のメッセージを送っています。（三浦会長より） 

 

三年生の皆さんへ 
入試を前に緊張している人も多いと思います。特にみなさんは中学生活をコロナウィルスに振

り回されて過ごしてきました。でもその大きな困難にも負けず、いつも元気で何事も全力で楽し

んでいました。小学校の時に比べるとはるかに難しいことを学び、周囲のことを考えられる思慮

深さを身につけ、大きく成長した自分に自信を持ってください。 

毎年皆さんに差し上げる応援メッセージは役員がその年の三年生にぴったりな言葉を一生懸命

考えています。今年はみなさんに贈りたいメッセージがいいものばかりでしたので、 

ここでいくつかご紹介します。 

 

★自分に勝つ！ ★努力は裏切らない ！ 

★君ならできる！できる！ できる！ ★It's 勝 time!  ★限界突破！ 

 

最後まであきらめず、ベストを尽くしてください。 

みんな応援しています。                 神明中学校 PTA 

 
 

  

 

 ⑤ 神明中改築について 
これまでの懇談会で話し合ったことについてご報告致します。まず、校舎配置案は L 型に決まりま

した。またプールについては学校内に整備することが決まりました。PTAからは校庭の広さの確保、改

築期間中の運動スペースの確保、保護者向け説明会などを要望しています。 

     詳細は区のホームページをご覧ください。みなさまのご意見をお待ちしています。 

 

   https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/1026695/shinmei/1072979.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/1026695/shinmei/1072979.html


〈６〉その他 

 

① P協について 

P協から 2 点ご案内致します。 

・毎年 11 月に行われている二分区交流会は今年度中止になりました。 

・来年 1月に P協研修会が行われます。例年 P協実行委員のみの参加ですが、今回テーマが 

「運動部活動の地域移行に関する勉強会」ということで、各校 PTA会員の方々に興味ある内 

容であると考え、この勉強会をライブ配信することになりましたのでご案内いたします。 

ぜひ皆さまにご覧いただければ幸いです。 

 

② 会計より 

 『杉並区次世代育成基金』の振り込みを 9/21にしました。  

 

  

以 上 

 

次回の       

運営委員会は 

２月３日(金) ９：３０～ 視聴覚室にて開催します 

 


