平成 30 年１０月 31 日

第 4 回 運営委員会だより

中野区立中野中学校ＰＴＡ
会長 斎藤 順子

１０月 12 日（金）第４回運営委員会が行われました。
☆会長あいさつ

斎藤順子☆

合唱コンクールが近づき、練習たけなわです。生徒たちは「きれいな声を出そう」と頑張ります。単に
大きな地声を出すのではなく、出しにくい澄んだ声を追求するところが、中野中の合唱コンクールの凄さ
だと思います。
３年生の『大地讃頌』全員合唱は、毎年、感涙を誘う迫力です。24 日は各クラスの歌声を ZERO ホー
ルで満喫しましょう。
翌日は「合唱コンクールお疲れさま給食」として、みかんシャーベットをＰＴＡからプレゼントします。
なお、ＰＴＡホームページを９月にリニューアルしました。フラダンス教室・総体陸上の応援風景など、
役員委員の活発なイベントを紹介しておりますので、ぜひぜひご覧ください。

☆校長あいさつ

弓田豊☆

こんにちは。夏休みが終わり、授業が再開したと思えば、あっという間に前期が終了し、後期がスター
トしてしまいました。
今、校内は再来週に行われる合唱コンクールに向けての練習に熱が入って参りました。特に３年生はこ
の時点で真剣な表情で課題曲、自由曲を合唱し、どのクラスも順調な仕上がり具合のようです。さすがで
す。
なお、PTA からは、コンクールの翌日の給食で「シャーベット」のデザートが提供されるという話をお
聞きしました。感謝申し上げます。
さて、今日は、この運営委員会の後、学年毎に保護者会や進路説明会が開催されます。私は、出張で参
列できませんが、どの学年も意義ある会となることを祈念しております。
後期に入り、益々忙しい日が続きますが、これからも本校の教育活動にご理解ご協力を賜りますようお
願いいたします。

☆副校長あいさつ

関山一樹☆

いよいよ合唱コンクールが近付いてきました。当日は、受付や移動の見守り等、ご協力いただきますが、
どうぞよろしくお願いいたします。本日は、合唱コンクールでの練習の様子をお伝えします。私の楽しみ
でもありますが、練習の様子を、いつも見守っております。そこには、様々なドラマが存在します。
休み時間はとても元気な１年生が、３年生の練習風景を参観し、一言も話さず目を輝かせながら見てい
る姿、そして、良い見本を見せようと３年生も懸命な顔をして教室に響き渡る歌声を披露しています。
また、時には教室内が険悪な雰囲気に包まれている瞬間もあります。歌い方について意見が対立し、時
には涙も…。しかし、どちらも良くしようと建設的な気持ちに変わりありません。
更に、練習時間でないはずの早朝に、なぜかピアノの伴奏音が聞こえてくるときもありました。確認し
てみると、放課後練習に向けて、担当するクラスの生徒に教え伝えるために担任の奏でる音でした。
本番まで、あと一週間となります。限られた練習時間を大切にして、今年度のスローガンを達成させて
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もらえることを期待します。

☆活動報告☆
○学年委員会○

○専門委員会○

＜１年＞

特になし

＜校外委員＞

＜２年＞

特になし

夏祭りのパトロールを行いました。

＜３年＞

特になし

7/13・14

谷戸まつり

7/14・15

文園町会盆踊り

7/20・21・22

新井薬師盆踊り

7/27・28・29

天神自治会盆踊り

9/14・15・16

氷川神社祭礼

➡協力委員の方々と一緒に、無事にパトロールを終
えることが出来ました。アンケートについては、
まとめた文書を提出しました。ご協力ありがとう
ございました。
**

アンケ－トについて **

・ 地域の方との交流があると、お祭りに関わらず、

○専門委員会○
＜教養委員＞
９/

３

子どもたちを見守っていただけるきっかけにな
ると思うので、保護者だけではなく地域で見守る
姿勢をこれからも大事にしていきたいですね。

フラダンス教室の案内配布。

９/１４

上記締め切り、回収。

９/２９

フラダンス教室を開催。

・ 中野中 PTA のベストを着てパトロールしている
保護者の姿を見せる事は、子どもたちや不審者
に、とても効果があると思います。

大人 27 名・子ども２名参加。

・ 時間終了まで同じコースをまわったが、中学生は
➡フラダンスのスカ－トを貸していただ

やはり祭り終了後、しばらく近所の公園に集まっ

き、曲に合わせて汗を流して有意義な時

ていた。声掛けに応じる子もいたが、そうでない

間になりました。

子もいた。知っている子には声を掛けやすかっ
た。ただ居続ける大人もいることで小・中学生も

＜広報委員＞
７/２０

前期号配布

９/

中Ｐ連広報研修会

９

９/２２

編集委員会

帰りが遅くなりつつある。
・ 会場内のゴミが周辺に散乱していました。まわる
たびに新しいゴミが落ちていました。遊具で動き
回る小学生に比べて、中学生以上はタブレット等

➡後期号は部活動紹介と合唱コンク－ルを

を使って座り込んでいることが多かったです。盆

主な記事として、年内に配布することを

踊りの終了後、なかなか帰宅する様子はなく、帰

目標に作業を進めていきます。先生方や

宅道も友人たちと歩いていましたが、特に危険な

保護者の方々、お子さんたちにもご協力

様子は感じられませんでした。

いただくことがあると思いますが、よろ
しくお願いいたします。
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＜推薦委員＞

○地区委員会○

今年度は、次期役員選出にあたり、互選会を開
催する事になりました。

＜昭和＞

10 月 20 日が互選会の開催日です。

8/25

その為の資料作成、配布が主な活動となります。
９/５

の心配の中、事故もなくスムーズに開催されま

１３日提出期限とした、手紙の印刷、

した。中野中水泳部の生徒ボランティア 15 名
には、アナウンス、コースライン、タイムキー

回収した手紙の集計、それに伴う互

パー 、デモンストレーションなど、ご協力あ

選会出欠の案内状の配布。
１０/６

りがとうございました。

回収した案内状の出欠確認。10 月

9/1・2 宿泊キャンプ (育成部)

20 日の互選会の流れ等の打合せ。

名栗げんきプラザにて、大人と子どもを合わせ
て総勢 59 名が参加しました。お天気が心配で

＜卒業準備委員＞
１０/１２

(体育部)

選手 76 名、総勢約 130 名が参加し、熱中症

配布作業。
9/15

第 65 回水泳大会

したが、川遊び、キャンプファイヤー等、予定

記念品代集金（次週末を目途に集金

通り行えました。

完了）
。記念品等も集金済です。納

9/18

品・検品日も、ほぼ決定しました。

町歩き

(環境部)

文園町会、昭二町会、桜山町会で町歩きを実施

最終的な人数調整は年末・年明けに

しました。ポイントとして、入りやすくて見え

先生方と調整予定です。

にくい所を重点的に見ました。
***今後の予定として***
10/13 ミニリーダー講習会 閉講式 (育成部)
10/21 第 43 回昭和地区まつり参加 (全体)
「わんぱくひろば」子どもの遊び場の提供
11/ 3

第 46 回ドッジボール大会 (体育部)

11/14

広報紙「はばたき」第 134 号発行
(広報部)

＜新井＞
8/20～25 スポーツ教室 見守り

＜野方＞

○地区委員会○

7/２9

デイキャンプでカレー作り
（北原小学校）

＜桃園＞
8/4・5

鍋横夏祭りに出店 手伝い

8/18～20

宿泊キャンプ（長瀞げんきプラザ）

8/17

キャンプ 準備.見送り

９/２４

野外ゲーム （狭山公園）

本日(10 月 12 日)に中野中・桃花

10/20・21 第 43 回野方地区まつり

小・谷戸小の先生方をお迎えして

➡野方地区委員会では、21 日の 13:30～15:30

10/１2

三校連絡会を開きます。校長先生、

頃まで、野方区民活動センターにてバザーを実

副校長先生、ご多忙の中ご出席あ

施します。お近くにお越しの際には、是非お寄

りがとうございます。

りいただければと思います。
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♪♪♪♪♪♪♪

サ－クル

＜バドミントン＞
特になし

♪♪♪♪♪♪♪

＜ママさんバレ－＞
11 月 18 日（日）二中で中 P 連大会があるので、
お時間がある方、応援をよろしくお願いいたします。

＜卓 球＞
９月２８日

１１月１１日 中野区総合卓球大会
➡１チ－ム出場予定です。
１２月 1 日

＜パパさんバレ－＞

キャプテン会議

中 P 連卓球大会

9 月 8 日、9 月 22 日に通常練習をしました。
今後の練習予定は 10 月 27 日、中野中体育館にて。
よろしくお願いいします。

➡２チ－ム出場予定です。
１１月 10 日・17 日 １５時より練習
地下 1Ｆ 柔剣道場です。
♪♪♪ 部員募集中です ♪♪♪

☆決算報告☆

平成 30 年度ＰＴＡ中間決算報告

＊中野区立中野中学校 PTA 中間決算表：最終ページに添付有
③

備品修理費

印刷機保守の１年契約をしました。契約金 43,200 円で、契約期間は平成 31 年 4 月 30 日まで有
効となっております。
⑪

特別活動費

今年度の歓迎会は総会後に行ったため、軽食の用意をやめてお茶菓子のみを用意いたしました。会は
とても好評で支出も抑えられて良かったです。
⑭

広報委員活動費

広報誌については、今年から業者を変更しデザイン料込で低価格に抑える事ができました。
⑲

サ-クル活動費

部員の増員により支出が増えたため、マイナスとなっております。
㉑

心の相談室補助費

今まで、心の相談室の電話は固定電話でしたが、先生方の使い勝手も考え携帯電話に変更致しまし
た。変更に伴い手数料がかかっておりますが、今後の月々の通信料は低価格となります。
㉕

特別給食補助費

10 月 25 日に“合唱コンク－ルお疲れさまデザ－ト”として、みかんシャ－ベットを提供する予定
となっております。
㉘

予備費

昨年から壊れかけているコピ－機ですが、簡単な家庭用のプリンタ－を購入致しました。

今回、特別大きな変更点もなく、中間決算を無事に終了致しましたことをご報告いたします。

☆会長会報告☆
● 中Ｐ連の秋の研修として講演会『心もバリアフリー

part２』を開きます。10 月 28 日、10 時から

産業振興センターです。まだ数席あいているので、ご興味あるかたはお知らせください。
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☆校外報告☆
● 副会長会に 9 月 15 日に出席いたしました。

（役員より）

● 『僕とママと発達障がい―－ヘルプマ－クのトリセツ』という、発達障がいを理解しやすくした劇団公
演が中 P 連で紹介されたので、この場で PR します。

（公演は終了しました。役員より）

● 中野区総合防災訓練
日時：平成 30 年 11 月 18 日 (日) 9:00～12:00 (四季の森公園は 15:00 まで)
会場：中野中学校
防災機関や防災時協定事業者の実動を兼ねた防災訓練です。VR 車体験可能！
雨天は中野中学校体育館にて実施されます。

（役員より）

☆行事の感想☆
● 9 月 18 日

岩崎恭子さんのライフデザイン授業の感想

岩崎恭子さんの実物を初めて見たのですが、ご自身のお姉さんの記録を目指して記録を超えていくこと
が楽しかったとのお話が記憶に残っています。小さい頃から練習をさぼると、その分結果がでないとい
う事がわかっていて、無心で練習を重ねての金メダルだったと思いました。金メダルを取った時のコメ
ントで、心無いことで生意気とか言われてしまい・・・金メダルを取らなければよかったとおっしゃっ
ていて、金メダルの輝きの裏には色々とあるものなのだと考えさせられました。
● 9 月 27 日

総体陸上の感想

当日は 11 月くらいの気温になり、本格的に運動するには暑くもなくちょうど良かったのですが、見て
いる方は寒かったです。ずっと雨が降っていて、やっと午後帰る頃にやみはじめました。子どもたちは
とても頑張っていて、めったにできない競技を経験していました。親は学校では見られない子どもの姿
を見ることができたので、心が洗われ、一生懸命応援してきました。
● 9 月 29 日

フラダンス教室の感想

短い時間でしたが一曲踊れるように指導してくださいました。ゆったりとした時間の中で先生もやわら
かな感じでしたが、手と足を違うように動かすのは意外と難しい所もありました。日常からかけ離れた
ことをするのも大切だと思いましたので、皆さんも是非されたら良いかと思います。詳しくはＰＴＡの
ホ－ムペ－ジにも載せてありますので、ご覧ください。

☆諸連絡☆
● 漢字検定について
PTA 主催の漢字検定に、生徒 55 名、保護者 2 名の計 57 名の申し込みがありました。11 月 2 日（金）
17 時から、３階の教室で実施されます（16 時 40 分集合です）。

（役員より）

● ベルマークの回収
ベルマークの回収は、毎日、昇降口脇の箱で受け付けています。ぜひご協力ください。
これまで、ベルマークを切って仕分けする作業は生徒会の役員がおこなっていました。ただ、生徒会も
多忙なので、PTA が管理を引き継ぎました。
九中、中央中時代からの積み立て分もそのまま残っています。現在のポイント総額が判明しましたら、
中野中として史上初の備品購入を実現したいと考えています。
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（役員より）

● 学校ホームページのＰＴＡのコーナーを９月にリニューアルしました。夏祭りパトロール、
フラダンス講座、総体陸上の応援など、保護者のいろいろな姿が見られます。ぜひ、このＱＲ
コードからご覧ください（中野中学校ホームページの「ＰＴＡページ」からも入れます）。

ＰＴＡ会長からのお願い
★ホームページ更新にあたり、いま現在は、
・新しい写真や作成したデータを SD カードに入れて WEB 担当の先生にお預けする
・先生のお手すきの時にサーバーにアップしていただく
という方法をとっています。ご多忙の先生に申し訳ないと思いながらも、保護者は学校サ
ーバーに触れられないからです。
これを改善するための 1 つの案として、
「ツイッターを利用した更新」という方法を考え
ました。あくまで、先生の手を煩わせずに保護者側からブログ的に記事や写真をアップで
きるようにしたいのが目的です。
今回の運営委員会でご意見を伺って、方向を決めようと考えていましたが、みなさん意
外とツイッターをなさらず、
「え？ツイッター、怖くない？」というような声にも至らず、
「そんなに頑張って拡散する必要がありますか」とのご意見に留まりました。
議決前の議論ができかねる状態なので、ツイッター利用の功罪を役員が調査するとともに、
この分野に詳しい方のアドバイスをお願いしたいと思います。
「こうやったらいいよ」という案があれば、ほんとうに助かります。助け舟、お待ちし
ています。

連絡先

pta.nakano.jhs@gmail.com

今年度ＰＴＡスローガン・

みんなが中野中サポ－タ－！！！

＊次回の運営委員会は 1 月２９日（火）11：30 からです。
（ランチ委員会です）
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