
 平成３１年２月８日 

中野区立中野中学校ＰＴＡ  

会長 斎藤 順子 

 

今年度スローガン  みんなが中野中サポーター！！！         

１月２９日（火）第５回運営委員会 が行われました 

☆会長あいさつ☆                    

まもなく卒入学シーズンを迎えます。１年はあっという間ですね💦 

３年前の卒業生が１８０人だったことを思い出すと、ここ数年の在籍生徒は減少しております。当然、ＰＴ

Ａの人数も減りますから、人数や活動内容を削らなくてはなりません。本日、２つの委員会をなくすなどの

縮小案をご説明します。委員会を減らすにはＰＴＡ規約の改定が必要なので、３月に臨時総会を開きます。 

同時に、いつもは５月の総会で正式承認される次の役員たちも、３月総会で承認してもらいます。新役員

が４月からスムーズに動けるようになりますし、４月５月の慌ただしさを少し軽減できるのではと思います。 

☆校長あいさつ☆                       

 こんにちは。本年もよろしくお願いいたします。 

１年の中で最も寒い季節となり、中野区内はインフルエンザで学級閉鎖する学校が相次いでいます。本校も

発症した生徒が何名もいましたが、幸い学級閉鎖をするまでは至っていません。26～27 日の都立の推薦

入試も志願者全員が受験でき、２年生は昨日から移動教室に出かけ、病気や怪我もなく全員元気にスキー実

習を楽しんでいるとのことです。 

さて、1 月の学校だよりに、保護者のアンケートの結果を掲載しました。 

全２８項目中１９項目で肯定率が昨年度を上回り、１８項目で肯定率８０％以上という評価をいただきまし

た。また、回収率も８６．３％と昨年度を上回りました。今後、これらの数値がさらに上昇するよう、教育

活動の充実に努めて参りたいと思います。 

なお、いただいたご意見に関して改善の方法を含めて学校の考えを掲載しましたので、お読みいただけれ

ば幸いです。例えば、定期考査期間中の給食についてご意見がありましたが、来年度から完全実施する予定

です。 

平成 30 年度も残り２ケ月となりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

☆会長会報告☆ 

・１月８日 定期会長会：新教育長との顔合わせについて日程の調整を行いました。 

・２月３日（予定）中学生東京駅伝の応援：本校からも２年生が参加します。自転車に乗りながら

旗を振って応援する予定です（味の素スタジアム周辺）。 

・３月１７日（予定）中野ランニングフェスタ：参加と応援（四季の森周辺）。会長も走ります。 

 

☆議事☆                                

●次年度役員候補の承認について 

推薦委員会から、互選会を経て役員候補に挙げられた方の 

お名前と役職について下記のように報告がありました。 

第５回 運営委員会だより 



 会  長 候補   髙橋 万里子 （新 3年保護者） 

 副 会 長 候補   岡田 文   （新 3年保護者） 

          林田 幸子  （新 3年保護者） 

          矢ヶ部 益未 （新 3年保護者） 

          仲田 朋子  （新 2年保護者） 

書  記 候補   三好 愛実  （新 3年保護者） 

          渡邉 圭子  （新 3年保護者） 

 会  計 候補   藤田 君子  （新 3年保護者） 

会計監査 候補   小林 真美  （新 3年保護者） 

           山下 奈津子 （新 2年保護者） 

 

＊残る 2名（書記１名・会計１名）は、互選会での意見も踏まえ、新１年生保護者にお願いする

ことになりました。 

＊賛成多数をもって、上記１０名が「役員候補」となることが決議されました。 

 

●ＰＴＡ規約改正について 

改正点は、委員会の削減と委員の選出方法についてです。どの委員会も頑張ってくださっている

のですが、人数減で仕方なく、次のように変更します。 

 

・教養委員会を廃止･･･主な活動は給食試食会と講演会ですが、試食会は本日のようなランチ運営

委員会を役員が運営することで替えます。講演会は講師の選定や謝礼に毎年苦労しましたが、中

Ｐ連の主催する講演会などを利用してもらうことで代替としたい考えです。 

・卒業準備委員会を３年学年委員会に吸収･･･かつて卒準は謝恩会・祝う会などの企画運営も担当

しましたが、現在は記念品・卒業証書入れの選定と集金・購入に限られているため、学年委員に

兼務してもらうことで委員の総数を減らせます。 

・委員を学年ごとに選出･･･今年度すでに一部実施しましたが、来年度はすべての委員について、

「クラスで〇〇人」ではなく、学年ごとに選出します。学年委員もＡＢＣＤ関係なく選びます。

たとえばＢ組から５人の学年委員が選ばれても、その中で「Ａ組担当」「Ｄ組担当」と分担し、

運動会受付やＰＴＡ費集金にあたる、というかたちになります。 

 

●臨時総会について 

上記２つについて年度内に承認を得るために、３月１２日（火）に臨時総会を開きます。１、２

年生保護者会のある日です。臨時総会→委員決め→保護者会 という流れを想定して、学校にご相

談しながら詳細を決めます。 

「臨時総会の出欠票・委任状」と、「委員決めの委任状」を抱き合わせで同じ紙にて配布する予定

です。欠席の場合は必ず両方に記入して提出してください。よろしくお願いいたします。 

 

●委員決めについて 

総会で規約が改正されることを前提に、選ばれる委員の数を減らしたバージョンで準備します。 

２月１日に委員希望アンケートを配布、２月６日に回収します（運営委員会では別の日程をお伝え

ましたが、修正します。申し訳ありません。）。委員は学年委員を中心に、クラスごとではなく学年

ごとに決めます。学年委員の皆さまには改めてお声掛けさせていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 



 

☆活動報告☆ ＊印は今後の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

○学年委員会○ 
＜１年＞   

特にありません。 

＜２年＞  

１０／２８  中 P連研修に 4名出席 

＜３年＞ 

特にありません。 

○サークル○ 

＜パパバレー＞  

・活動報告です。 

11／24、12／8、1／12、26、中野中体育館

にて通常練習を行いました。今年もよろしくお願

いいたします。 

＜ママバレー＞ 

・11月の中 P大会のお礼を申し上げます。 

校長先生や会長をはじめ、たくさんの方にご尽力

いただきありがとうございました。 

結果は Aコート３位でした。中 Pバレーは他では

味わえない特別に楽しい時間です。今後ともよろ

しくお願いいたします。  

＜卓球＞ 

・１２／１ 中 P連卓球大会  

Aチーム、Bチームともに優勝✌ 

・１２／１８ 大会反省会 

・卓球サークルは月 2回（土曜日の 15時～18時）

柔剣道場で練習しています。部員募集中です。 

＜バドミントン＞ 特にありません。 

 

○地区委員会○ 
＜桃園＞ 

１１／ ３   ミニリーダー合同ゲーム会 

       （新井小） 

１２／ ５   広報誌「桃園」11８号配布 

２／２～３  冬の合宿 

  （国立那須甲子青年自然の家） 

＊3 月     広報誌「桃園」の各行事取材、

編集、打ち合わせ 

＜昭和＞ 

１／１９  新年会 

＊２／ ９  ８町会子どもの会との懇談会 

＊２／１２  環境部：街歩きの最終回 

       （昭一、東四エリア） 

＊３／ ２  育成部：プレミニリーダー会 

       （ミニリーダーに入る前の 3 年

生を対象に、現ミニリーダーの

４～６年生とゲームなどのプレ

体験をします。） 

＊３／ ６  委員研修：非常食のそろえ方、 

全体会 

＜新井＞ 

１１／ ８  環境部：打ち合わせ 

１１／１０  新井小ウォークラリーお手伝い

１１／１４  地域清掃 

１１／２８  新井小昔遊び 

お手伝い 

１／２５  定例会   

 

＜野方＞ 

１０／２１  バザー開催 

（野方区民活動センター） 

１１／２８  全体会＜講演会＞ 

（野方区民活動センター） 

１２／１９  広報誌「明るいのがた」12４号    

発行～11月の 2年生職場体験 

を掲載～ 

１／２７  オリエンテーリング 

（野方の町散策） 

 

○専門委員会○ 

＜教養委員＞  

１／２９ 現在 給食試食会（６／２９）とフラダン

ス講習会（９／２９）を含めた活動

報告の作成中 

＜広報委員＞  

１０／２４  合唱コンクールの撮影 

       →午後打ち合わせ  

１１／１０  食育講演会の取材 

       →午後打ち合わせ 

１２／１０  広報原稿入稿 

１２／２２  広報仕分け作業   

１２／２５  広報１４号配布 

＜校外委員＞ 欠席 

＜推薦委員＞ 

１０／２０  互選会開催 

１１／ ２  互選会欠席者への報告の手紙を 

配布 

１／１２  新旧役員が集まり、役員決めを 

行う  

＜卒業準備委員＞ 

１／２９ 現在 卒業生の人数を先生方に確認。     

証書入れと記念品等は発注済。 

＊今後 納品後の検品、目録、収支報告書の作成 



 
☆校外報告☆ 

●新井地区新年会 （１/２５） 

校長先生、副校長先生と共に新井地区担当役員が出席しました。 

同席しました中野五中、平和の森小、新井小との情報交換ができました。 

 
☆行事の感想☆ 

●平成 30年度 第 2回いじめ防止フォーラム（12/26） 

中野区立第八中学校、鷺ノ宮小学校、西中野小学校の取組事例発表がありました。小中学生の交

流によりいじめのない学校生活おくれるような取組についての発表でした。地域との関わりについ

ても日頃からの活動報告などがありました。また、「現代社会に生きる子どもたち～多様性の受容

～」として多様化する性やトランスジェンダーなどいじめの原因になる可能性になるものの理解を

深めるための講演があり、多様化する環境を理解する事ができました。 

 
☆諸連絡☆                      

●お知らせ ＜会計より＞ 

2月 26日（火）に行われる次回の運営委員会にて、 

各委員会・サークルは活動費のご報告をお願いいたします。 

５月の運営委員会にてお渡ししました収支報告書をご記入の上、 

残金と一緒にお持ちください。念のため印鑑もご持参ください。よろしくお願いいたします。 

 

☆その他☆ 

●女子用スラックスについて ＜校長先生より＞ 

中野区は、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる社会の実現に向けて全区立中

学校で女子生徒の標準服を自由に選択できる環境を整えることとなりました。本校では、既に女子

用スラックスの見本を作成していましたが、来年度以降の制服のパンフレットには女子用のスカー

トとスラックスを掲載し、生徒の自由な選択を進め、多様な生き方を支援してまいります。 

 

 

 

 

 

                    ＊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２月２６日（火） 

１１：００からです。 

 


