
 
 

・仮決算報告、委員会活動内容、お手伝い登録の内容 

・PTA保護者連絡網（マ・メール）の年度切り替えについて 

・全体保護者会、PTA総会、ポケット WiFi 

・どうなる⁉NEW 神明中！・・・改築懇談会報告と保護者からのご意見・

ご要望も載せてます！ 

 

３月 
 

運営委員会だより  No.７ 
令和５年３月２２日 

神明中学校ＰＴＡ 

会長 三浦 聡子 

３月１０日(金) ９：３０から視聴覚室にて第７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 

今年度最後の運営委員会となりました。 

委員会のみなさま、今年度はコロナ前の活動に戻りつつある中、新しい試みや工夫をしながら

さまざまな活動にご協力いただきありがとうございました。おかげさまですべての活動を無事に

終えることができました。保護者のみなさま、今年度も PTA にご理解ご協力いただきましてあり

がとうございました。多くの方が前向きに PTA 活動に関わってくださり、子どもの学校生活がよ

り充実して楽しいものになっているのだなあと改めて実感した一年でした。役員一同感謝申し上

げます。 

3 年生の保護者のみなさま、お子さまのご卒業おめでとうございます。これからも神明中とさ

まざまな形で関わってくださいね。1、2 年生もそれぞれ進級にあたり、挨拶や立居振る舞いも

しっかりしてきて、さすが神明中生だなあと感じます。さて、3 年間会長を務めさせていただき

大変お世話になりました。今年度は P 協で教育予算要望という大役が回ってきたので役員の皆さ

んに自校のことはお任せしてしまい、たくさん助けていただきました。PTA 室ではいつも笑い合

い、とても居心地のいい空間でした。そして副校長先生、校長先生、どんな些細なことも嫌な顔

ひとつせず親身に相談に乗ってくださり本当にありがとうございました。失敗することも多くご

迷惑をおかけしましたがいつも広い心でフォローしてくださいました。自分自身も成長したよう

に思います。ありがとうございました。 

 

〈２〉 校長先生挨拶 

運営委員会にご多用の中、参加いただきありがとうございます。今年度も新型コロナウィル

ス感染防止のため様々な PTA 活動が制限され苦労もあったことと思いますが、子供たちのために

ご尽力いただき本当に感謝申し上げます。着任して私も４年が過ぎようとしています。きっと会

長をはじめ役員の皆様にもご迷惑をおかけしたことが多々あったと思いますが、どうか、お許し

ください。 

1 年間を振り返ると、新型コロナウィルス感染防止に努めながら、学校の様々な取組に対する

保護者・地域（学校支援本部を中心とした）の方の協力の素晴らしさ、「自主・自律」を意識し

た生徒一人一人の学習・委員会活動・行事への取り組みの素晴らしさなど、感動させられること

が多かったように思います。 

これからも生徒の良さを引き出し、力を発揮させることができるように、私たち教職員も頑

張っていきたいと考えています。 

Topics 



次に、次年度の話を少しさせていただきます。新 1 年生は、現在 76 名、3 学級になる予定で

す。体育大会は 6 月 3 日（土）、文化発表会は 10 月７日（土）になります。卒業式は 3 月 16 日

（土）です。また、ご存じのように、来年度の 3 学期から建て替えのための校庭整備が始まり、

令和 6 年度の 2 学期からプレハブでの生活が始まります。今までと環境が違ってきますが、これ

までの教育活動を継続していけるように努力をしていきます。ご協力をお願いいたします。 

最後に、お子様のご卒業と同時に、PTA を卒業される方もいらっしゃいますが、ぜひ、OG・OB

としてご支援ください。また、今年度で役員を終えますが、お子様がいらっしゃる役員の方は、

ぜひまた、お力をお貸しください。 

 

〈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。 

今年度も、残り２週間となりました。今年度は、コロナ禍の影響も少しずつ緩和され、学校

生活も平常に戻りつつありました。その中で、各委員会での活動や、学校行事のお手伝いでは、

様々なご対応ありがとうございました。皆様に感謝申し上げます。さらに、この一年間、PTA活

動にご尽力いただき、誠に有難うございました。来年度も、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) 

 

2/1 支援本部定例会 

2/2 改築説明会 

2/21 第 8回学校運営協議会 

2/21 震災救援所訓練連絡会 

2/24 地域教育推進協議会第二回地域懇談会 

2/27 P協第 5回拡大委員会 

3/1 支援本部定例会 

3/2 荻窪青少年育成委員会 

3/4 池掃除、金魚譲渡会 

3/6 P協第 5回実行委員会 

3/8 第 5回新旧 2分区会 

3/14 第 9回学校運営協議会 

3/24 第 9回神明中学校校舎改築検討懇談会 

3/28 震災救援所訓練連絡会 

役員全体 3/2 役員会 

3/10 第 7回運営委員会 

3/17 卒業式手伝い 

 

 

学級代表 2/中～3/初  
保護者会について学年ごとに打合せ、お菓子購入 

3/3 保護者会にて、先生と保護者へお菓子配布 

3/10第 7回運営委員会 

 

 

校外生活 2/9 一斉メール配信(サタスタ⑥のお知らせ) 

2/18 サタスタ⑥ 

3/4 ③定例会 

3/10第 7回運営委員会 

 

教養厚生 3/10第 7回運営委員会  

広報 2/8 広報誌第 3号第 2回入稿 

2/13 PTA会長に確認依頼 

2/16 学校に確認依頼 

2/22 広報誌第 3号第 3回入稿、印刷依頼 

3/7 広報誌第 3 号仕分け作業・各小学校に

持参・町内会用郵送 

3/10 第 7回運営委員会 

3/中 第 3号発行 

 



選考 2/6 新役員候補者承認のお願い、お手紙配布 

2/16 新役員決定お知らせお手紙配布 

3/10 第 7回運営委員会  

 

神明祭・地域 

 

3/10第 7回運営委員会  

 

〈５〉令和４年度仮決算報告（会計） 

  令和４年度仮決算は承認されました。本決算は令和５年度予算案と共に総会資料に添  

付します。 

現 3年生には、卒業式当日に仮決算報告書を配布します。 

 

〈６〉令和６年度委員会活動内容について（副会長） 

新年度に配布する委員募集のお手紙に載せる内容を各委員会で確認しました。 

校外委員の活動の中の、祭礼パトロールは無くすことで決定しました。その他の委員会

からは、コロナ過でしばらく出来ていない行事も多くあり、今後どうなるかは追って決定

されるが、活動内容は残しておくことになりました。 

  

〈７〉お手伝い登録の内容について（副会長） 

・前回の運営委員会で承認されましたサポート隊を来年度に追加します。 

・神明祭の会場準備は、力仕事が多いため、体力に自信のある方が応募していただけると

ありがたいです。 

・ITサポートは、基本的な Webの環境が整ったので、来年度は募集しません。 

 

〈８〉PTA 保護者連絡網（マ・メール）の年度切り替えについて（書記） 

今年度 3 月末をもって、3 年生の登録されている保護者のメールアカウントの削除作業

を行います。兄弟がいるご家庭のアカウントは残ります。 

また、現在の 1、2 年生は、4 月にプロフィール更新依頼のメールを送ります。各ご家

庭で進級された学年クラスに変更していただきます。 

諸々の手続きは、新年度役員の書記と一緒に行います。よろしくお願いします。 

 

〈９〉その他 

① 新年度の全体保護者会について（副会長） 

4/14（金）の新年度全体保護者会にて委員決め後、体育館にて委員総会開催。1・2年

生の正副委員長さんは、保護者会後残って体育館にて各委員の仕事内容などの説明・引継

ぎをお願いします。 

 

② PTA総会について（会長） 

来年度も書面総会を予定しています。 

 

③ PTAポケット Wi-Fiルーター購入について（書記） 

来年度より PTAでも Wi-Fiが利用出来るようになりました。 

購入する Wi-Fiルーターは持ち運びが出来ますので、講演会や会議などでもオンライン

で行なうことが出来るようになります。 

ルーターは一度購入すれば料金はかからず、必要な分のデータチャージが可能のため無

駄なく低料金で活用できます。 

今回の Wi-Fiルーター購入の他、選考委員会からの Webアンケートなど、今年度お手伝

い登録の中に新規で設けた ITサポートの皆さんに PTA活動の一部をデジタル化するために

大変お世話になりました。来年度は新役員内で今年度を基に運営していけそうですので、

また変革が必要な年度に ITサポートを復活させていただこうと思います。 

 



④ 神明中改築について（会長） 

今月で最後の懇談会を迎えます。昨年の 5月以降学校整備課と 8回にわたり意見交換を

行ってきましたが、納得のいく回答を得られないまま、最終回となります。そこで、検討

懇談会委員で懇談会設置の延長を求めて署名を集め、先日担当者の方に要望書を提出しま

した。 

以下について設計の見直しを求めています。 

1. 校庭面積、 

2. 普通教室数、 

3. 1階から体育館へのアプローチ 

また改築期間中の仮校舎や運動スペースなどについても具体的な策を求めています。 

 

最後に昨年夏に保護者の皆さまに行った改築アンケートについてご報告します。 

7 月実施の神明中保護者アンケートから ご意見・ご要望を抜粋してご紹介します。 

 

 改築期間中の運動スペースについて  

 育ち盛りの子どもたちの運動量が落ちないように特に配慮をしてほしい。 

 部活動は、子どもにとって中学校生活の大きな部分を占めている。近隣のスポーツ

施設を 優先的に使用できるなど、運動部の活動場所を確保してほしい。  

 既存の体育館から新しい体育館へ、利用が途切れることの無いようにお願いしたい。  

 今後の生徒確保のためにも、改築期間に学校生活を送る子どもたちや保護者対象に

早めの説明が重要と考える。定期的な説明会などを開催してほしい。  

 

仮校舎について  

 実験や実技なども十分に経験できるようにしてほしい。 

 工事で授業に集中できないということの無いように。特に３年生が受験勉強に支障

がでないように配慮をお願いしたい。  

 エアコン、防音サッシ、空気清浄機を入れてほしい。 

  →防音対策については 2/2に開催された保護者説明会でも質問が出ました。対策

はしっかりやっていくという回答をいただいています。  

 

新校舎について  

 おしゃれでスマートな校舎ではなく、活動スペースをしっかり確保した、実用的な

設計をしてほしい。  

 学年を超えたコミュニケーションの場、ひとりでも落ち着ける個人の居場所づくり

ができる空間も必要である。  

 大地震を想定した避難経路。すぐ屋内に出られるように、廊下の短い設計がよい。  

 美術クラブが描いた壁画は残してほしい。  

 

桃井第二小学校で改築を経験された方からのご意見  

 桃二小でも建て替えを経験している子どもたちが神明中に入学することで、小中続

けて不便な生活を強いられることになり残念。  

 オープンスペースが使いづらい、教室が狭い、屋上プールが暑すぎるなど、最近の

設計の割に配慮が足りないと感じている。同じ轍を踏まないようにしてほしい。 

 

その他いただいたご意見ご要望は、区の整備課にお伝えしてあります。  

 

神明中校舎改築ニュース第 3 号にも取り上げられました。→  

 

 



 

 

 

←区のホームページはこちら 

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

 

 

以 上 

 

本年度の運営委員会は     

これにて終了 

1年間ありがとうございました。 

ご協力に心より感謝申し上げます！ 
 

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

