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１．挨拶 

【PTA 会長挨拶】 

おはようございます。前回の運営委員会が 7 月でしたので、だいぶ間が空きましたが、今日はお忙しい中臨

時運営委員会にお集まりいただきありがとうございます。 

11 月 17 日の周年記念式典・祝賀会では、たくさんの保護者の方にお手伝いいただき盛大に開催できまして

ありがとうございました。御礼申し上げます。 

中 P 連の方は、11 月 18 日にバレーボールサークルが大会 3 連覇を達成しました！また、12 月 1 日には卓

球サークルの大会があり、私はひよこチームで参加させていただきました。A チームが 3 位、 B チームが準

優勝、ひよこチーム優勝で、すべてのリーグで表彰されました。 

今日は、規約改正の議案では皆さんからの貴重なご意見を頂戴したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【校長先生 あいさつ】 

１ 開校 10 周年記念講演会 東京大学 福島 智教授の講演会について 

保護者や地域の方の参観者が 100 名近くありました。講演後のアンケート調査にも非常に良い講演だっ

たとの意見がたくさんありました。保護者の方が聞いてもとても良い内容だったと思いますので、一人でも

多くの保護者の方に聞いていただきたかったです。 

 

２ 開校 10 周年記念式典について 

記念式典には、中野区区長をはじめ多くのご来賓の方にご参加いただきました。生徒会長の高野君の話や

生徒の全員合唱がとても良かったと誉めていただきました。定期テストの後１日しかなかったのですが、教

員も生徒も頑張ってくれました。 

 

３ 都立高校の推薦受検について 

これから、３年生の面接指導が始まります。校長と副校長で３年生全員の面接をします。特に都立推薦の生徒は、校長が中心に

行います。今年は、推薦の希望者が昨年以上にいます。推薦受験も倍率は高く、論文、集団面接、個人面接とあります。しっかり

と練習しておかないと簡単には合格できません。しかし、あまり推薦に気持が入りすぎると一般受験のための勉強が疎かになり、

結果的に推薦でも失敗し、一般受験でも失敗するということもあります。 

 推薦と一般の２回受験すると合格しやすいということは全くありませんので、ご家庭でもしっかりと考えて決めて欲しいと思

っています。 

 

４ 来年度の新入生について 

来年度の新入生については、私立中学や都立の中高一貫校を希望している児童もいるので、はっきりした入学生は、２月の３回

目の説明が終わらないと分らないのですが、今のところ 130 名以上の希望者がいますので、来年は４学級になる可能性が高いと

思います。 

新入生が増えるということは、学校に活気も出ますし、教員も増えるので良いことですが、体育祭などは、縦割りで応援合戦等

も行い盛り上がっていますので、今から１年生が４学級になった場合どうするかということについて話し合っています。 

臨時運営委員会（第 3回） 

日 時： 平成 30 年 12 月８日(土) ９時００分 ～ 10 時 00 分 

開 催 場 所： 緑野中学校 2F 視聴覚室 

出 席 者： 先生 ２名 役員・会計監査 ７名  委員・サークル代表１８名 

合計２７名 

保護者の皆様 
平成 30 年 12 月 17 日 

中 野 区 立 緑 野 中 学 校 

PTA 会 長  中 尾 行 夫 

人と人の成長を支えあう 

心のサポーター！ 

田代雅規 校長先生 
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５ 教室のロッカーの配置 

中 P 連と中学校長会で要望していたロッカーが早ければ今年度中に全部整備されます。 

 最近は、部活の道具も含めて大きなバックで登校している生徒も多く、大きいバックだと今のロッカーではとても治まらず机

の横に鞄をかけています。 

 授業の中で、教員が机間巡視をするときにも通れないし、特に災害時で急いで廊下に出るときも困る場合があります。そこで、

大き目の扉のあるロッカーを要望しました。大きな鞄もそのまま入る高校で使用しているようなロッカーにしました。 

 

 

※この他に、校長先生からコラムを寄稿していただきました。PTA ホームページに掲載しましたので、是非、ご覧ください!! 

 

 

【副校長先生 あいさつ】 

おはようございます。こんにちは。久しぶりの運営委員会です。師走とはよく言ったもので先生方が走り

回るほどの忙しい 12 月となりました。開校 10 周年記念式典および祝賀会では PTA のみなさまの多大な

るご協力のお陰をもちまして、大成功裡に終えることが出来ました。本当にありがとうございました。式典

の一週間前に行った「福島智先生の周年記念講演会」も大盛況でした。全盲ろう者で大学教授の講演は堅苦

しく暗い内容になるのかと思いきや、流石東大教授の福島先生、ユーモアたっぷりで、「今、中学生に伝えた

いこと」を日常生活の実演も交えながらお話しされました。福島先生のピアノ伴奏で「翼をください」の全

校生徒合唱は会場に感動を誘いました。歌詞の意味が、今までになく深く味わえる素晴らしい、まさに 10

周年記念にふさわしい講演となりました。 

  

★２年主任 中里 洋 先生より★ 

後期も中盤～後半に差し掛かってきました。 

１０月に行われた合唱コンクールでは、２回のリハーサルをしながらお互いの様子を聞き合って、各クラスとも本番では自

分たちの取り組んできたことを精一杯発揮しようとクラス一丸となって舞台で発表をしました。その後の３年生の合唱を聞い

て、１年間の大きな差を感じ、また来年度に向けて気持ちを作り直した生徒も多かったと思います。 

１１月のテスト後には職場体験があり、大きなトラブルもなく各事業所に出かけてきました。普段の学校で授業を受けてい

る様子とは異なる環境で、丁寧に教えていただきながら仕事の体験をすることができました。ご挨拶に伺った際には、学校生

活とは異なった真剣な表情を見ることができました。生徒の感想では、「３日間だけでなく、もっとやってみたい」「職場のみ

なさんが親切にしてくれて嬉しかった」などの前向きな感想が多くありました。今年度も受け入れてくださった各事業所の皆

様にも感謝申し上げます。 

今年度は補欠選挙の関係で、後期の委員会活動は１１月からのスタートでした。各委員会で２年生が委員長をつとめていま

す。積極的に立候補した委員会が多かったと聞いています。またそれをとりまとめる生徒会執行部もリニューアルし、新体制

となっています。先日は美化委員会と生徒会執行部のタイアップで落ち葉掃き活動、焼き芋大会を実施しました。一つ一つ取

り組むことで、自分たちの生活を自分たちで充実させていく活動が増えていくことを期待しています。 

年が明けると１月末にはスキーの移動教室があります。実行委員が中心になって、オリエンテーションを実施したり、きま

りを作成しました。学年としては、１年生の山中湖以来の宿泊行事になります。多くの人が集まればそれだけ多くの考え方も

あり、なかなか自分の思うようにいかないこともあると思います。「自分は一人で生活しているわけではない」ことを一人一人

が自覚して、少しずつお互いを思いやって３日間を過ごしてきてほしいと思います。また、例年この時期はインフルエンザが

流行るので、可能であれば予防接種を受けておくようにしてください。 

佐藤康二 副校長先生 

各学年の先生方から、生徒たちの様子のコメントをいただきました 

★１年主任 永尾 啓悟 先生より★ 

１０月の合唱コンクールでは、どのクラスもすばらしい発表を披露してくれました。体育祭、合唱コンと２つの大きな行事

をクラスで団結して取り組んで、クラスの結束も更に強まったようです。 

後期の学級委員会では、「後輩の手本になろう」を目標に決めました。半年後に先輩となり、後輩の手本となれるような準備

を学年全体でしていこうと話し合いました。細かな課題もまだまだありますが、行事で強めた結束や自分たちで良くしていこ

うとする姿勢を発揮して頑張ってほしいと思っています。 

入学して３回目の定期考査も終わり、１回目、２回目の反省を活かして改善に取り組めている人も多く見られました。一方

で、「分からない」が蓄積して学習意欲を欠いてしまう人、未提出の宿題が山積する人なども見られるようになりました。苦手

なことでもあきらめることなく、粘り強く努力できるよう応援していきます。 

宿題、提出物、放課後の過ごし方等で気になることがありましたら、いつでも学校にご相談ください。 
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２．活動報告（役員・各委員会・サークル） 

 

＜学級代表委員会＞ 
８月 学代学年別資料、全体資料の整理 
９月 9/8 卒業記念品の手紙回収、記念品用名簿の作成(3年) 

9/26 正式発注(個数変更) 
納品予定日： 証書ファイル 10/29(月)着、 
卒業記念品 12/10(月)着 
今年の予定は、卒業記念品の納品後に、チェックと 
袋づめの作業予定 

10 月 11/1 の茶話会の議題について相談・検討 
11 月 11/1 茶話会・出席 

11/2 周年行事お手伝い説明会・出席 
11/17 周年行事・出席 

 
＜広報委員会＞ 
9 月 9/8 第 4 回定例会。議題は 2 号紙の内容について。 

9/9 中Ｐ連 広報委員会会議 
10 月 10/16 合唱コンクールの撮影 
11 月 11/17 10 周年記念式典の写真撮影 
 
＜文化委員会＞ 

9 月 10 月 特になし 

11 月 11/17 周年行事お手伝い 
 

＜校外委員会＞ 

9 月 地区運営委員会 バザー委員会 

妙正寺川マラソン第一回実行委員会 

クリーンキャンペーン 交通安全大会打ち合わせ 

 

10 月 野方地区まつりバザーの準備、開催 

野方地区運営委員会 

妙正寺川マラソン 協力委員報告 

 

11 月 明るい野方 124 号編集／緑野中 10 周年撮影 

緑野中職場体験撮影 

野方地区運営委員会 

子ども川柳印刷・製本・配布 

 

【沼袋地区委員会】 

11 月 21 日沼袋広報誌編集作業 

12 月 12 日広報誌の仕分け 仕分け後は学校に 

もどり配布作業 

・11 月  沼袋子ども環境マップ作成 

・12 月  沼袋子ども環境マップ製作予定 

 

【野方地区委員会】 

11 月 14 日 野方地区委員会 運営委員会  

11 月 15 日 子ども川柳 印刷、製本、配布 

11 月 28 日 野方地区委員会 拡大前大会 

講演 中学生の心とからだ の会場設営と受講 

12 月 19 日 野方地区委員会 運営委員会 

 

【妙正寺川マラソン】 

参加希望者集計 

第二回実行委員会 

協力委員さんへの担当割手紙配布 

チラシ配布 ポスター掲示 

12 月 マラソン前日打ち合わせ／マラソン当日当番(受付) 

 

【クリーンキャンペーン】 

野方駅前放置自転車クリーンキャンペーン 

交通安全大会 

 
＜推薦委員会＞ 
8/30「平成３１年度 PTA 役員推薦」について 

印刷・配布準備 
9/3 「平成３１年度 PTA役員推薦」について 配布、  

マメール配信 
9/10「平成３１年度 PTA 役員推薦」について 提出締切日 
9/15「平成３１年度 PTA 役員推薦」について  

開封・集計作業 
9/16－28 電話にて次期 PTA 役員引き受けて 

いただけるか確認 
10 月 PTA に次期 PTA 役員連絡 引続き次期役員探し中 
11/1 1.2 学年茶話会時 PR 時間もうけてもらう   

引続き次期役員探し中 
12 月 引続き次期役員探し中 
 
＜バレーボール＞ 

9 月 毎週金曜日練習開始  19 時～ 

9/20 中 P 連キャプテン会議(２中にて) 

10 月 毎週金曜日 19 時～練習" 

10/5  中野中と練習試合(中野中にて) 

11 月 11/2(金)、8(木)、15(木)19 時から練習 

11/18(日)中 P 連大会(中野２中にて)   

中 P 連大会３連覇達成!! 

12 月 練習なし   

 

＜卓球＞ 
9 月  毎週水曜日  卓球練習 
10 月 毎週水曜日  卓球練習 
11 月 7(水) 14(水) 28(水) 通常練習。 
12 月 5(水) 12(水) 19(水) 通常練習。 
12/2(日) 中 P 大会   
A チーム…3 位！、 B チーム…準優勝！、 
ひよこチーム…優勝!! 
 
 
 
 
 

★３年主任 山北 大地 先生より★   

卒業式までの登校日数が残り６３日となりました。三者面談では、それぞれの志望校を決め、入試に向けた準備を始めてい

ます。また、今週から校長先生と副校長先生に面接練習を始めていただきました。 

入試に向けて、生徒たちも日々プレッシャーを感じながら、集中して授業に取り組んでいます。来月には私立高校と都立高

校の推薦入試が始まります。残された時間をいかに上手く使って入試に臨むことができるかが合否を決める鍵になってきま

す。 

精神的に不安定になる生徒が多くなるのもこれからの時期です。「勉強しなさい」と声をかけるのも大事ですが、精神的なサ

ポートをよろしくお願いいたします。 
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＜役員＞ 
会長活動報告 

7/2 定例会長会 

7/9 小中ＰＴＡ連携行事打合せ 

7/19 地区懇談会 

7/21 北原児童館運営協議会 

7/21 事業委員会 

7/21 10 周年記念模擬店出店 

7/24 実行委員会 

7/27 北原盆踊りポロシャツ販売 

8/1 定例会長会 

8/6 小中ＰＴＡ連携打合せ 

8/7 中野区長との懇談会 

8/23 小中ＰＴＡ連携打合せ 

8/26 10 周年式典・祝賀会準備作業 

8/27 執行部打合せ 

8/31 教育委員会事務局との懇談会 

9/5 沼袋地区委員会 

9/5 定例会長会 

9/8 中野区議会議員との懇談会 

9/9 第２回広報委員研修会 

9/10 事業委員会 

9/15 北原児童館運営協議会 

9/20 バレーボール大会キャプテン会議(欠席) 

9/22 小中ＰＴＡ連携打ち合わせ 

9/25 非行を生まない社会づくり連絡会総会 

9/25 事業委員会 

9/27 総合体育大会陸上競技会応援 

9/27 教育委員会事務局次長懇談 

9/28 卓球大会キャプテン会議 

10/6 小Ｐ連との合同研修会 

10/6 小Ｐ連との懇親会 

10/8 小中連携災害対応ゲーム 

10/9 教育委員との懇談会 

10/10 定例会長会 

10/15 実行委員会 

10/18 役員会 

10/25 実行委員会 

10/26 スーパーアクティブ研究発表会 

10/28 全体研修会 

10/29 教育委員会次長懇談 

11/7 定例会長会 

11/14 沼袋地区委員会 

11/17 10 周年式典・祝賀会 

11/18 中Ｐ連バレーボール大会 

11/26 教育委員会次長懇談 

12/1 中Ｐ連卓球大会 

 

 

副会長活動報告 

7/21 丸山町会花火大会合同開催模擬店 

7/24 周年実行委員会全体会 

7/27 北原盆踊り大会 

7/29 北原盆踊り大会 

7/30 周年実行委員作業 

8/11 周年実行委員会 

8/30 マメール配信（月間を通して随時） 

9/8 道徳授業地区公開講座 

9/8 周年実行委員会 

9/14 地域交流活動花鉢プレゼント 

9/15 中 P 連副会長会 

9/18 会長・副会長打合せ 

9/20 周年実行委員会 

9/28 周年実行委員会 

9/30 マメール配信(月間を通して随時） 

10/5 周年；副会長打合せ 

10/8 緑野中校区４校合同プロジェクト 

10/9 周年；作業 

10/11 野方クリーンキャンペーン、交通安全大会打合せ 

10/15 周年実行委員会 

10/21 周年；記念ポロシャツ販売 

10/25 周年実行委員会 

10/26 研究授業お手伝い 

10/27 妙正寺川マラソン 

10/28 中 P 連全体研修会 

10/29 周年実行委員会 

10/31 マメール配信(月間を通じて随時） 

11/2 周年実行委員会・周年事前説明会 

11/10 周年実行委員会 

11/12 周年実行委員会 

11/15 周年実行委員会 

11/16 周年実行委員会 

11/17 周年実行委員会 

11/19 周年実行委員会 

11/26 交通安全大会 

11/27 役員会 

11/28 野方地区委員会 拡大全体会 

11/30 周年実行委員会 

11/30 マメール配信（月間を通じて随時） 

 

 

３．議案 

① 会計監査切り離し（別紙１） 

副会長隅田：現状では会計監査は、役員と一緒に活動しています。役員会にも運営委員会にも出席してもらっていますが、 

規約上では離れているので、実際の業務も切り離した方がよいのではないかという提案です。皆さんに周知し、【推薦委員内規】

の「4.現役員が会計監査候補を推薦することもある」を追加したい。いかがでしょうか？ 

その場合、会見監査が抜けると、役員９名が７名になってしまうので、仕事の負担が大きくなるため、今までよりも人数を多

めに選出する場合もあることをご承知おき願います。規約の第６章 第 11 条では、本会の役員は以下の人数以上で構成する

となっています。 
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質疑応答 

Q： 会計監査の選出基準はありますか？ 他校では前年度の会計の方が翌年に会計監査を担当していると聞いています。 

ある程度は会計のことがわかっていないと、いきなり会計監査を担当しても厳しいのではないか？ 

 

隅田：役員の中でもそのような話も出ています。会計監査のうち、一人は役員経験者、一人は新規を選出する案など。 

   そこまで規約に明記すべきか 皆さんのご意見もお聞きしたいです。いかがでしょうか？ 

 

学代：役員経験者でなくても、例えば学代・文化委員の経験者であれば、皆さんも納得されるのではないかと思います。 

 

隅田：このような方がのぞましいような一文を付け加えたほうがいいでしょうか？ 

役員からの提案としては、基本的に別紙１の提案で、運営委員会だよりに出させていただきます。 

それまでにご意見があれば頂き、次の 2 月の運営委員会で承認という流れで考えています。 

    

 

② 規約見直し 

 

別紙の１．文化委員の役割とサークル（別紙１） 

 

隅田：時代の流れもあり、文化委員の目的が現状と合わなくなっています。あえて文化委員で企画しなくても学校でも 

有意義な講演会があります。改定案としては、負担がかからないように、給食の試食会、学校の講演会のサポートなど

意味合いの幅を広げた文言としました。 

   また、規約では、文化委員会がサークル活動の支援となっていますが、文化委員会からサークル活動を切り離すことも 

提案します。切り離すことで、構成図のところでは、サークルを別枠で設置。サークルには活動費をお渡ししているの

で運営委員会の参加は今まで通りとします。 

 

意見：文化委員会自体の存在意義があるのかどうか？ そもそも文化委員会が必要なのかどうか？ 

から検討した方が良いのでは？ 

 

隅田：役員でもそういう意見もありました。もし何か行ないたい場合は、運営委員会で承認されれば必要な場合は、「〇〇実行

委員会」などは立ち上げられますので、委員会としてなくしてしまうという方法も構わないと思います。 

   いかがでしょうか？ 

 

意見：年度の途中で、（委員会を）立ち上げたいときは、既に委員決めが終わったあとなので、それから委員決めを 

するのですか？ 

 

隅田：その場合は、立ち上げたいと思ったときに、メンバーを何らかの方法で募ることになります。 

 

意見：学校が主催する講演会などのサポートは必要だと思うので、それもすべて失くしてしまうのはどうなのでしょうか？ 

 

隅田：サポートとしては講演に来てください、あとは協力員にお願いするとか。 

 

意見：そのようにすると、役員の負担が大きくなるのではないか？ 

以前にヨガをやった年があって、交流になってとても良かったので、引き続きやってほしいと思います。 

 

隅田：役員からの提案としては、基本的に別紙１の提案で、運営委員会だよりに出させていただきます。 

それまでにご意見があれば頂き、次の 2 月の運営委員会で承認という流れで考えています。 

    

意見：文化と学代をくっつける方法はどうでしょうか？ 

 

中尾：中 P 連でも、このような感じで委員会を統合しているので、その考えは OK だと思う 

   仕事内容も減っているので、人も減らせる 

意見：改定案の文章を読んでみると、文化委員として果たして何をしたいのかわからない。あえて無くてよいのでは？ 

 



- 6 - 

意見：今年度は周年があり臨時的な仕事もありましたが、オールマイティに動けるのが学代の役割だと思います。 

   学代は、臨時的なものにも対応できるように、ふり幅があった方が良いと思います。 

   もし、文化委員を継続するのであれば、絶対にこれはやりましょうというのがあった方が良いと思います。 

 

隅田：今日の皆さまのご意見と一般の方のご意見を合わせて、役員で検討します。 

   2 月の運営委員会にそのまま持っていけるもの、そうでないものも出てくるかもしれませんが 

   持ち帰りとさせていただきます。 

 

別紙の２．相談役の設置 

 

隅田：役員が一度に入れ替わったときに新役員の負担を軽減するために、役員経験者 OB/OG を相談役として 

会長が任命できるようにしたい。相談役は必要に応じて、役員会にも出席する。 

   卒業生の保護者が役員会に入って、個人情報などに携わることになる場合は、ルール化して 

会長から皆さまへ周知するように考えています。 

 

意見：相談役を承認するときに、その人が信頼できる人なのかについてはどうお考えですか？ 

 

隅田：会長が信頼した方が任命されるので、大丈夫でしょう。 

 

中尾：この方なら大丈夫という方を任命するので大丈夫です。 

 

 

別紙の３．運営委員会 

 

隅田：規約では原則として毎月１回開くものとするとなっていますが、実際は年々減ってきています。 

また、＜構成＞のところに、「（またはその代理）」を追加しています。 

   その他代理でということも明記しています。 

 

意見なし 

 

③ PC 購入（別紙２） 

 

後藤：7 月の運営委員会でパソコン購入について提案をしたところ、リースやレンタルという選択肢もあるのでは 

との提案を受けましたので検討しました。結果、結論としては、パソコンを購入するのがよいと思います。 

 

理由としては 

・リースやレンタルサービスの多くは法人向け・ビジネス利用が目的で、PTA 用としてはスペック機能が多すぎる。 

・PTA は法人ではなくリース会社によって与信困難。契約できても内容が複雑である。 

・リースやレンタルパソコンだと、多機能、修理サポート、金利がついて割高である。 

 

ということで、DELL 社のデスクトップパソコン、配送料・マイクロソフトオフィス（Word・Excel）、アンチウィルスソフ

ト、消費税を含めて、8 万円代のものが良いのではないかと提案します。（詳細は別紙２参照） 

 

隅田：こちらで承認をとりたいと思います。皆様 いかがでしょうか？    

→ 拍手で承認 

 

 

④ 通信費の改定 

隅田：各委員会に通信費として 200 円と 500 円を皆さまにお渡ししています。昔から続いていることで、電話やメール代と

してのお支払いですが、最近はＬＩＮＥが普及してきて、無料で対応できます。最近は通信費を委員さんに渡すことさ

え困難な場合もあるそうです。特に推薦委員は電話をかける機会が多いので必要だと思われるかもしれませんが…。必

要ありますでしょうか？ 
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推薦：必要ないと思います。 

学代：必要ないと思います。 

 

隅田：では、廃止の方向で持ち帰らせていただきたい 

 

４．行事活動報告 

・10/26 スーパーアクティブ学校教育向上事業研究委員会 

・10/28 中 P 全体研修会 

・11/10 周年記念講演「福島先生講演会」 

・11/17 周年記念式典・祝賀会 

 

隅田：以上のような行事の活動がありました。11 月の周年記念講演では多数の保護者の方に出席していただき、 

周年記念式典・祝賀会でも、保護者の方に協力いただきましてありがとうございました。 

 

５．その他 

 

特になし 

 

 

隅田：今日、提示させていただきました、規約の改定案は、運営委員会だよりにてそのまま提示して、保護者の方からも 

ご意見を頂きたいと思います。その内容を役員でも検討し、2 月の運営委員会にて再度検討して、承認をいう流れに 

   持っていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 

   今日はお忙しい中、臨時運営委員会にご出席いただきまして、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜バレーボールサークル＞ 

来年度は４月より活動開始予定です。部員は随時募集中

です。ぜひ一度見に来てくださいね。 

練習日：毎週金曜日 

時間： 19:00〜21:30 

場所： 緑野中体育館 

代表： 松下 真希 

 

 

 

＜卓球サークル＞ 

初心者・経験者大歓迎 パパさん大歓迎 

一緒に楽しくやりましょう！ 

体験・見学にぜひ一度いらしてください！ 

練習日：基本第２・第４水曜日 

時間： 19:00〜21:30 

場所： 緑野中地下体育館 

代表： 新堀 みさ 

 

今後の行事予定 

1 月 12 日（土）  学校公開日 

2 月 16 日（土）  オープンキャンパス、新入生保護者説明会・作品展 

    運営委員会 

2 月（土）  家庭教育支援講座 

今後の運営委員会日程 

第４回 ２/16（土）  第５回 ３/15（金）  
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【周年行事協力委員事後アンケート】 

去る 11 月 17 日の周年式典及び祝賀会には学級代表委員、文化委員の皆さん、協力員のみなさまにお手伝いいただき、66

名もの方にアンケートにお答えいただきました。紙面の都合上ごく一部になりますが、ご紹介いたします。 

今日まで準備して頂いた役員の方々、すごく大変だったと思います。とても記念に残るいい式典、祝賀会だったと思います。

この年に子供が生徒でいて運が良かったです。 

週間天気予報でずっと曇りのち雨のマークが出てましたが、当日は晴天で校長先生の尽力の賜物だと思います。ありがとう

ございました。 

10 周年記念式典のお手伝いに参加させていただきありがとうございました。皆さん一体となってまとまり行動しているの

がすごいとおもいました。指示をしていただいた役員の皆様ありがとうございました。 

セルフサービスの飲み物の用意がありましたが、コーヒーと紅茶のみだったので、緑茶があれば良かったなと思います。何

人かの方にお茶は？と聞かれました。 

昨年他の中学の祝賀会に出席したが、緑野の接待はいい！とおほめの言葉をいただきました。 

時間通りの進行でとても良い式になったと思います。参加されたお客様も皆様笑顔で楽しそうに過ごされていたのが印象的

でした。 

ポロシャツをお借りできたのは、大変助かりました。 

ありがとうございました。 

2 時間立ちっぱなしは少し、疲れました。 

・係が 5 人のところ、2 人しかいなくて、他から一人かりました。 

・お名前をまちがえてお呼びしてしまったので、名字にフリガナがほしかったです。 

・お名前の隣に出欠の〇を書けるようにするとわかりやすいです。 

駐輪スペースは十分にあり、すでにとめてある自転車の横に止めていくだけなので、案内の人がいなくても大丈夫な様

子。学校の入口（正門）がわからない人のためには、案内（整理係）がいたほうがいいかも。人をおかないなら正門へ案

内表示（案内板）を念のため設置するなどしたらどうでしょうか。 

 

よかった！楽しかった！という声や、「次回はこうした方が良いのでは？」という建設的なご意見もいただき、 

誠にありがとうございました！ 

 

【重要】メール配信システム「マメール」の登録を必ずお願いします‼! 

運営委員会だより（議事録）は、今後はホームページで配信していきます。PTAからのお知ら

せなども「マメール」＋ホームページ配信へ移行していきますので、必ずご登録してください!! 

 

「マメール」への登録方法 
① あなたの携帯電話から、以下のメールアドレスへカラのメールを送信してください。 

もしくは、以下の QR コードを読み取ると簡単に操作することができます。 

 

midorino.jhs.pta@mamail.jp 
 

 

 
 

※ カラのメールとは、件名欄も本文欄にも何も入力しないメールのことです。 

※ カラのメールが送信できない機種がございます。その場合は本文欄に「入会」の二文字のみを入力して送信

してください。 

※ カラのメールのつもりでも、そうなっていない場合があります。自動署名機能がオンになっているとカラの

メールになりません。入会の時だけ一時的にその機能をオフにして入会してください。 

mailto:midorino.jhs.pta@mamail.jp
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② 数秒後に「入会お礼メール」が返信されてきます。 

※ 入会お礼メールが返信されてこない場合は、迷惑メール防止機能の設定を確認してください。 

 

③ メールの内容をお読みになり、本文の最後尾にあるリンクをクリックしてください。 

プロフィール入力画面が表示されます。 

※アプリケーションロック機能がオンになっていると、リンクをクリックできない場合があります。その際は

ロックを解除してください。 

 

④ あなたのお名前などのプロフィール情報を入力して、登録するボタンをクリックして 

ください。登録完了画面が表示されます。 

 

⑤ 以上で完了です。 

※ プロフィールを入力しなくてもメールの送受信は可能です。 

※ メールアドレスに特殊な記号が使用されていると登録できない場合があります。その際はご相談ください。  

※迷惑メール防止機能を利用されている方は、mamail.jpからのメールを受信できるように設定してから

入会操作を行ってください。この設定を簡単に行うには、お持ちの携帯電話から以下のURLにアクセスし

てください。 バーコードを読み取ると簡単に操作することができます。 

 

http://www.mamail.jp/ds/ 

 

 


