第３回 運営委員会だより
今年度スローガン

平成３０年７月１９日
中野区立中野中学校ＰＴＡ
会長 斎藤 順子

みんなが中野中サポーター！！！

７月１４日（土）第３回運営委員会が行われました

☆会長あいさつ☆
夏休みまであと４日です。あっという間ですね。
入学式では小学生らしさが残っていた１年生も、すっかり中学生らしくなりました。
運動会から修学旅行に至るまで、多彩な行事がスムーズに運びました。先生方のご尽力と、運動会のパト
ロールや受付を受け持ってくださった委員さんを始め、保護者のご協力の成果です。ありがとうございました。
今、お祭りや夏のイベントが目白押しです。わが校区はＪＲの線路を挟んで南北に 3～４キロ。仲良くな
った友だちと待ち合わせ、北に南に、活発に移動するでしょう。校外委員のパトロールも４つのお祭りで行
われますし、地域には叱り上手な先輩がおられるから心配はないと思いますが、うまく、地域の方々とコミ
ュニケーションのきっかけを作ってくれたらと思います。地元に自慢される生徒として、ひとまわり大きく
なって、9 月に帰ってきてくれることを期待しています。

☆校長あいさつ☆
日頃から大変お世話になっております。また、今日は大変お暑い中、
運営委員会にお集まりいただき、感謝申し上げます。
6 月の運動会終了後も、学校はオープンキャンパスやセーフティ教室、そして定期考査、先日は修学旅行、
そして、今は三者面談という超過密スケジュールをこなし、一方では部活動の夏の大会を迎えるなど、大変
忙しい日々を送って参りました。教員も息つく暇もないような毎日を過ごしております。気が付けば、夏休
みまで残り 1 週間となりました。
6 月の朝礼でお話しましたが、本校ではボランティア活動を推奨していきます。夏休みはボランティア活
動を行う絶好の機会です。保護者の皆さまには、お子様がボランティア活動に積極的に参加するようお口添
えいただきますようお願い申しあげます。
終わりに、お子様が充実した夏休みを過ごし、実り多い 42 日間と
なることを祈念し、あいさつといたします。

☆副校長あいさつ☆
本日は、暑い中ご来校いただきありがとうございます。
さて、サッカーワールドカップで世界が熱狂しているところですが、
今日はボランティアマインドについてお話ししたいと思います。
みなさまも報道等でご存知かもしれませんが、現地に駆け付けた日本人サポーターが試合終了後にゴミ拾
いをしています。そして、その取組は他国のサポーターまで広がりを見せています。更に、サポーターだけ
でなく、出場チームにもその心が広がっています。残念ながら日本チームは決勝トーナメントでベルギーに
負けてしまいましたが、試合終了後には日本チームが使用したロッカールームがきれいに片づけられ、ロシ
ア語で「ありがとう」と書かれたカードが置いてあったそうです。サポーターも代表チームも、同じ日本人
として誇りに思いました。
中野中においても、ボランティア活動の受入を地域の方々に協力していただき、推進しております。実施
する内容や時期に違いはありますが、「人に感謝される喜び」や「人の役に立つ喜び」を育んでいきたいと
思います。

☆会長会報告☆
会長会は 6 月 7 日、17 日、7 月２日に実施されました。
・10 中学校の施設の改善を求める要望書を区に提出しました（6 月末）

・バレーボールと卓球のキャプテン会議。大会の裏方を会長たちで務めてきましたが、学校減→会長減で人
手不足に。サークル側にも運営を一部移行する提案を了承してもらいました（７月９日）
・広報紙「中Ｐ連だより」を全校配布しました（7 月 9 日）
・執行部役員（書記・会計）、委員（学年・教養・校外）への研修会を開きました（6 月 9 日・23 日）

☆対外報告☆
●中野区総合防災訓練
＊11 月 18 日（日）中野中学校 9 時～12 時 の予定
中野中 PTA 役員も実行委員会へ出席しています。ぜひ当日は皆さまご参加ください。
●社会を明るくする運動
・野方 6 月 30 日（土）緑野中学校
緑野中学校吹奏楽部演奏、野方警察署による講演『薬物の危険性について』、
啓明小学校校長 鈴木栄子先生による講演が行われました。
・新井 7 月 4 日（水）新井薬師 大悲殿
『最近の少年の非行と対策』新宿少年センター主査 小松直人氏：「以前は子どもに知らせたくない情報
（自殺、薬物、性の売買など）は、大人がセーブ出来ました。今は誰でも自由自在に情報入手できます。
例えば、娘が下着を売ってたくさんのお金をもらっているとしたら…本来お金を得ることは簡単ではない
のですが…家にある下着が次々と変わっていくことになります。それを保護者が気づいて娘に指摘するこ
とにより、子どもが考え直すきっかけにもなります。」とのお話でした。関心をもつことの大切さ…今は
子どもに関することは“アンテナを立てる＝待っている”だけでは足りず、保護者が地域の方々と共に“ソ
ナーでこちらから発信しつつ情報を得ることが大切”と知りました。
・桃園 7 月 12 日（木）桃花小体育館
我が子が万引きした時の親の対応を考えさせるフィルムに続き、桃花小・田中副校長が講演。「子育てし
ながらの教員生活の中で、悩める時も支えてくれたのは周囲と地域。それが私のふるさとです」と語られ
ました。６年生の鼓笛演奏で締めくくりました。
●地区懇談会 『世代をこえて集える地域』をテーマに 7 月 10 日（火）、当校区内の学校・行政関係者
41 名を集めて行われました。桃花小・高橋校長や大妻中野中高・諸橋教頭が生徒と地域のつながりについ
て基調講演。その後のディスカッションでは「大人がお祭りをつくる姿を、子どもが見て真似できる地域で
ありたい」などと話しました。

☆諸連絡☆
●お知らせ ＜会計より＞
・「こころの相談室」の電話について
先生方からのご意見を参考に、固定型より携帯電話型へ交換しました。
それに伴い電話番号が変わり、7 月号のお便り「こころの相談室から」に
掲載されていますのでご確認ください。各月の基本料金も少し安くなりました。
・PTA 保険の案内について
７／２(月)にご案内のプリントを配布しています。申請に必要な書類も記載されているので、保管してい
ただき、何かご相談がありましたら会計までご連絡ください。
●漢字能力検定について ＜執行部役員より＞
１１／２（金）を予定しています。2 か月ほど前からご案内を各階のギャラリーに置き、生徒に持ち帰っ
てもらう予定です。その時点でＰＴＡ役員からもメールやお手紙等でお知らせする予定ですので、お子様
に聞いてみていただきたいと思います。
●教育活動休止日における緊急連絡について ＜副校長先生より＞
8 月のお盆期間ならびに年末年始の学校への緊急連絡について、後日あらためて通知を出させていただき
ますので、連絡方法等について各ご家庭でご確認ください。

☆活動報告☆

＊印は今後の予定です。

＜１年＞
７／５ 修学旅行プレゼンテーションに出席
６／２ 運動会受付
＜２年＞
６／２ 運動会受付
６／９ 中 P 連役員委員研修会へ参加（2 名）
＜３年＞
５／２９ 運営委員会後、各学年委員宛に「運
動会について」の文書配布
６／２ 運動会受付・アンケートの配布と回収
～アンケートより～ 受付用紙の「正」を書
く欄を大きくしてほしい、学年委員用の昼
食場所を設けてほしい、プログラムのコピ
ーを希望者に配布してほしい、等
６／９ 中 P 連役員委員研修会へ参加（３名）
～他校との情報交換～ 他校の「お助け隊」活動
（フルタイムで働く保護者が都合の良い日にベ
ルマーク集計などの活動をする）、PTA の集金
を振り込みにしている学校（お便りで振り込み
方法を明示）、など
○地区委員会○
＜桃園＞
６／ ３ ミニリーダー開講式
欠席者へお便り配布
７／ ２ 広報誌「桃園」117 号配布
７／１５ カヌー体験（多摩川、是政緑地）
＊７／２９ キャンプオリエンテーション
＊８／１７～１９ 宿泊キャンプ（国立那須甲子青
年自然の家）
＜昭和＞
・育成部 ミニリーダー講習会
①６／９ 開講式 ②６／16 高尾山ハイキング
③６／３０ 作品づくり ＊④９／１～２ 宿泊キ
ャンプ（名栗げんきプラザ）予定
・環境部 ６／２６ おとなのまち歩き～危険な場
所がわかるようになろう～
・広報部 ７／１２ 広報誌「はばたき」133 号
発行
・体育部 ＊８／２５ 第 65 回水泳大会
＜新井＞
６／１２ 環境研修部会
７／ ９ 第 1 回定例会／環境研修部研修
ヨガ講師：佐藤今日子氏 （ストレス軽減につい
て、椅子ヨガの実施）
・広報誌「子どもとともに」12６号発行
＜野方＞
６／１７ ミニリーダー開講式
６／３０ 社会を明るくする運動講演会（緑野中）
・広報部部会 6/6、6/20、7/3、7/13
広報誌「明るいのがた」123 号発行
☆行事の感想☆

○専門委員会○
＜教養委員＞
６／２９ 給食試食会（於ランチルーム）
アンケート内容確認、報告書の配布
＊９／２９（土）にフラダンスの講習会を開催
夏休み明けにお便りを配布予定。
＜広報委員＞
６／２ 運動会の撮影
６／９・２３・３０に編集会議
７／１０ 前記号最終入校➡７／２０配布
＜校外委員＞
６／２ 運動会パトロール
＊アンケートのまとめを報告予定
７／８・９ お祭りパトロールの打ち合わせ、手
紙配布
７／１３～お祭りパトロール実施中
＜推薦委員＞
６／２０ 第 2 回推薦委員会
＊9 月上旬に推薦アンケート配布予定
＊１０／２０に互選会（今年度から）開催予定
＜卒業準備委員＞
4／２８ 係決め、６／２３・３０・７／１４に
係仕事の実施
＊10 月初旬、配布文書確認、印刷
１０／１２ 記念品に関わるお便り配布予定

＜パパバレー＞
今後の練習予定：7 月 28 日、8 月 11 日、中野
中体育館にて１９時～21 時
“よろしくお願いします！”
＜ママバレー＞
８／３１（金）から活動開始予定。中野中体育館
にて毎週金曜１９時より
“いつでも見学にきてください！部員募集中で
す！”
＜卓球＞
7 月・8 月は天井工事のため練習は休みです
“みんなで楽しくやっていますのでぜひいらし
てください。部員募集中です。”
＜バドミントン＞
毎週木曜日、夜 19 時から 21 時まで本校体育館
にて練習を行っています
“ご興味のある方はぜひ見学にいらしてくださ
い！”

☆行事の感想☆
●セーフティ教室
「SNS は世界とつながっているので、クリックをする前にもう一度考えることが大切。またトラブルにあ
った時には早く専門窓口などに相談することが大事だということが分かりました（3 年保護者）。」
●運動会
校外委員さんからアンケートをまとめた内容の報告があり、執行部のコメントも付記しました。
・敬老席に入ろうとする敬老ではない方がいらっしゃる。立入禁止・撮影禁止だが、一般の方がいつの間に
か入っていて、注意しても撮影している。おばあちゃんに用事がある、と入って居座る。➡数人ですが毎
年何かしら入って来られるようで、今後も課題です。たくさんの保護者の方々が見にくい場所から観覧し
ていることもあり、数人だからといって見過ごせない現状があります。
・小学生以下のお子さんが騒いでいる・水道で水遊びをしている・花壇に入る（草木を踏み潰す）。➡この
ような様子を見かけたらお子さんにはその都度注意をしていくしかありませんが、保護者の方にもう少し
目を離さないようにお伝えしたいです。
・「東側通路（学校の外）の日陰に、大人がたくさん座って休んでいた」「椅子から動かない人がいる」「花
壇のベンチに腰掛ける」➡これらの問題点は、保護者が休める場所がない、という問題から発生しており、
毎年続くことになると思います。ただし、保護者の為に椅子やテントを増やすと、片付ける生徒たちの負
担になるため、難しいという結論となりました。
・校外委員の中での意見として、来年からはグラウンドに入る位置にパトロールを配置したいこと（名札・
赤札のチェックのため）や、早稲田通り側のパトロールは廃止して「駐輪禁止」の張り紙を用意すること、
遊歩道の入口あたりに誘導係りも兼ねて配置すること、などが出されました。
➡反省点・改善点を含めて検討事項の引き継ぎに努めます。ご協力ありがとうございました。
●給食試食会
「初めて参加させていただきましたが、おいしくいただきました。
見学した設備もきれいで良かったです（2 年保護者）。」
●修学旅行
「一瞬で終わってしまったくらい楽しかったと帰ってきました。子どもの話から、班行動が多かったので、
現地のシルバーガイドさんやタクシーの運転手さんに、すごく助けられたということでした。宿舎も素敵で、
足湯があったり広間でのカードゲームも盛り上がったようです。今日の班行動の発表でも、ガイドさんに事
細かによく説明してもらえたので、実演を交えてあれだけの発表ができるまで学習してこれたのかなと思い
ました。ありがとうございました（3 年保護者）。」
また校長先生より、東京駅での集合時に『美しい集団であれ』それは『時を守り 場を清め 礼を正す』
というお話をされたエピソードがありました。旅行中はその通りに大変マナーのよい集団であったそうです。
また、能体験では素直に大きな拍手ができていたとのことでした。帰りの東京駅では、修学旅行中を通して
中野中は美しい集団に成長できたと、校長先生からのお言葉があったそうです。なお後日、能楽堂からのお
手紙でお褒めの言葉をいただいたとのことで、内容は学校便りに載せられますのでご覧ください。

【紙面の構成上、議事録の順と記載内容の順が異なります。ご了承ください。】

次回の運営委員会は１０月１２日（金）
１３：３０からです。

