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～子どもたちの応援団 PTA ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．挨拶 

【PTA 会長挨拶】 

こんにちは。今日が今年度最後の運営委員会となります。皆さん 1 年間本当にありがとうございました。

今回 2 度目の会長を務めさせて頂きました。中 P 連という会合で他の学校と交流する機会がありますが、そこ

で「緑野中は良いなあ」とよく言われます。これで 3 年生のみなさんは卒業となりますが、私自身、子供が 1

年生なので、保護者として今後も協力できたらな、と思います。4 月以降も在校の保護者の皆様も、ご協力宜

しくお願いします。 

 

 

【校長先生 あいさつ】 

１ 平成 30 年度の教育課程について 

  昨日、国際理解教育（３年）、性に関する教育（２年）が終わり、平成 30 年度の教育課程も計画通りに

全て実施することができました。授業時間数につきましても学習指導要領に示されている標準授業時間数を

全教科で 100％以上達成することができました。 

  先生方も大きな病気になることもなく、全ての授業を計画通りに実施してくれました。また、学校行事

についても保護者の皆様の協力もあり、周年行事を含めて大きな成果を上げることができました。ご協力あ

りがとうございました。 

 

２ 平成 30 年度のＰＴＡ役員の皆様へ 

  平成 30 年度のＰＴＡ役員の皆様、大変お忙しい中、１年間ご協力いただきまして、ありがとうございました。中学生の保護

者の方は、お仕事をお持ちの方も多く、ＰＴＡ役員の仕事は大変だったと思います。働き方改革の中で、ＰＴＡ役員の仕事のあり

方についても１年間検討してきました。これからも、負担軽減を図りながら、より良いＰＴＡ活動の在り方について一緒に考えて

いきたいと思っています。 

  そんな中で、平成 31 年度のＰＴＡ役員を引き受けていただきました皆様、本当にありがとうございました。来年もよろし

くお願いします。 

 

３ ３年生の進路情報 

  都立の二次募集を受けていた生徒が１名いましたが、本日合格し全員の進路が確定しました。 

 来週の卒業式は、良い卒業式になって欲しいと思っています。 

 

４ 新入生情報 

  平成 31 年度の新入生は、現在 139 名まで確定しています。４月の入学式までにあと２名増えると中１ギャップですが、５

学級ということになります。中野区で新入生は、緑野中が一番多いと聞いています。 

  どちらにしても５学級にはしないで、４学級でスタートする予定です。１学級の人数も 34 人から 35 人ですので、落ち着

いた雰囲気でスタートできると思います。 

 

運営委員会だより（第５回） 

日 時： 平成 3１年３月 1５日(金) １３時００分 ～ １３時４５分 

開 催 場 所： 緑野中学校 2F 会議室 

出 席 者： 先生 ２名 役員・会計監査 ８名  委員・サークル代表１４名 

合計２４名 

保護者の皆様 
平成 3１年３月 19 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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【副校長先生 あいさつ】 

こんにちは、平成 30年度最後の PTA運営委員会となりました。一年間 PTA活動を通じて緑野

中学校の教育活動へのご支援ご協力本当にありがとうございました。特に今年度は開校 10 周年

記念行事がありましたので、例年以上にＰＴＡの皆様には、ご負担をおかけしましたが、ここに

お集まりのＰＴＡ役員のみなさんの献身的な活動のお陰で地域の皆様にも高評価をいただき、生

徒たちの教育環境の整備拡充もできました。ありがとうございました。私の方からは、各学年主

任の先生よりコメントを紹介させて頂きます。 

 

 

 

 

★１年主任 永尾 啓悟 先生より★ 

あっという間に一年間が過ぎようとしています。 

今年度最後となる後期期末考査では、みんなとてもよく頑張りました。課題の提出率もとても良かったです。また、テストが

終わってからも、間違えた問題をそのままにせず、自分で解き直しをしたり、解き方を先生や友達に教わったりしている姿が多

く見られるようにもなりました。 

百人一首大会、生徒会イベント、球技大会など、イベントが目白押しのこの期間でしたが、運営する人も参加する人も、みん

な真剣に、楽しくできてクラスや学年の親睦を深めることができました。球技大会では体育係が実行委員を務め、これまであま

り前に立つ経験のなかった生徒も堂々と、立派にみんなをまとめてくれました。ＰＴＡのみなさまには、球技大会終了に合わせ

てジュースの差し入れをいただき、ありがとうございました。 

残りわずかの登校日ですが、しっかりと 1 年間のまとめをして、立派な先輩になってくれることを楽しみにしています。来

年度もよろしくお願いいたします。 

この 1 年間、本当にありがとうございました。 

 

★２年主任 中里 洋 先生より★ 

２年生としての最後の一ヶ月を迎えました。 

先日は、好天に恵まれて球技大会を実施しました。審判を含めた運営を実行委員会で行い、それ以外の生徒たちもきびきびと

行動して競技の進行に協力して取り組めていました。また大会後には、ＰＴＡからの差し入れとして、今年度もジュースをいた

だきました。平日の日中というお忙しい時間帯にも関わらず、応援ならびにご協力ありがとうございました。 

 

卒業式の練習では「さすが２年生」といった感じで、昨年とは違い大きく成長した姿で臨んでいます。特に合唱の練習では、

「２年生の歌はいいですね。」と褒めていただいています。しかし、合唱コンクールからの成長を考えれば、まだまだ力は出せ

ます。本番では、３年生の門出を飾れるように、最高の姿勢と最高の歌で、最高の卒業式の一翼を担ってもらえたいと思いま

す。 

 

さて、間もなく年度末を迎え最上級生へと進級します。最も大きなこととして、進路の選択を控えます。それぞれが異なる道

へと進む時が来ます。そのために、もっともっと個の力を付けていく必要性を感じます。この一年間で集団として取り組む力は

大きく向上しました。しかしそれに甘んじて、多数派に身を置いていることで安心しきっていないか、周りに流されて自分自身

で何が本当に正しいのかを判断することを怠っていないか、など、それぞれの生徒が別々の選択をするには、周りの誰かが何と

かしてくれることを期待していても始まりません。もちろん気心知れた仲間といることで心を休めることは必要ですが、「自分

自身や他の何かと、自分一人で向き合って戦う」ことも必要です。高等学校の受験においても、誰かが一緒に受けてくれるわけ

ではありません。受験は最後は自分一人で受けるものです。だからこそ、自分自身の中に知識を蓄え、冷静で正しい判断を自分

一人で行えるようになる必要があります。 

「中学校は大人になるための学校である」という話を聞いたことがあります。１年生より２年生、２年生よりも３年生、と身

体も心も大きく育つ次の１年間になることを教員一同期待しています。 

末筆になりますが、保護者の皆様には今年度も様々な場面でのご理解とご協力を多く賜りました。この場を借りてお礼申し上

げます。来年度もよろしくお願いいたします。 

 

★３年主任 山北 大地 先生より★  

３年生の中学校生活もあと３日になりました。この３年間、生徒たちは見違えるように成長しました。時として、こちらの想

像を超えるようなこともあり、生徒の力に驚かされています。 

先週から、卒業式に向けて練習を行っていますが、水曜日の卒業式は立派な姿を見せてくれると思います。 

保護者の皆様には、この３年間さまざまな面で協力していただきました。生徒共々支えていただき、ありがとうございまし

た。あと数日ですが、よろしくお願いいたします。 

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 
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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＞   

2/16  PTA 運営委員会出席 

2 月  球技大会差し入れ打ち合わせ 

3/8  1 学年球技大会応援・ドリンク差し入れ 

３/13  2 学年球技大会応援・ドリンク差し入れ 

3/15 PTA 運営委員会出席・委員会費会計報告提出 

3/15 保護者会にて来年度クラス委員会決めについて

のアナウンス 

学年活動費精算 

次年度への引継ぎ資料作成 

    

＜広報委員会＞     

2/14 業者より学校に配送完了。 

2/16 第 6 回定例会。仕分け作業完了。 

3 月は特になし。 

 

＜文化委員会＞    

特になし 

 

＜校外委員会＞  

沼袋地区委員会 2 月  反省会 

野方地区委員会 

12/19  配布作業 

1/30  全体会 

2/13   次回号内容、担当者決め 

2/25   構成作業 

3/6     発注 

3/13   配布作業 

 

 

＜推薦委員会＞    

2/2     新旧役員顔あわせ ＠PTA 室 

2/9     公示レター印刷＆ポスティング作業 

2/18    公示レター配布 

 

 

＜バレーボール＞    

特になし 

 

＜卓球＞ 

2 月  2/13(水)、27(水) 通常練習。 

3 月   3/13(水) 通常練習。 

   

 

 

＜役員＞  

会長活動報告 

 

2/3 東京駅伝応援 

2/6 定例会長会 

2/13 沼袋地区委員会 

2/16 運営委員会 

2/23 家庭教育支援講座 

2/27 定例会長会（3 月分） 

3/5 事業委員会 

3/6 沼袋地区委員会 

3/7 緑野中地区懇談会運営委員会 

3/9 臨時会長会 

3/17 ランニングフェスタ 

3/20 緑野中卒業式 

3/22 北原小卒業式 

 

副会長活動報告 

 

2/2 駅伝練習会、焼き芋下ごしらえ 

 新役員顔合わせ 

2/8 避難所運営会議 

2/16 運営委員会 

 オープンキャンパス ポロシャツ販売 

2/25 副会長・書記打合せ 

2/28 マメール配信 

1/31 野方地区研修会報告書 配布作業 

 

３． 議案 

副会長隅田：はじめに、議案①PTA 規約仮承認について、レジュメには３．までとなっていますが、４．と

して推薦委員内規を付け加えてください。では、前回の運営委員会で提案いたしました PTA 規約

改定について、仮承認を取りたいと思います。 

① PTA 規約仮承認 

1. 運営委員会について（必要に応じて開催、年 4 回程度） 

2. 文化委員会の役割・存在意識（合唱コンクールの PTA コーラス企画運営を基本とする） 

3. サークル活動独立に伴う規約変更（サークルについては文化委員から独立） 

4. 推薦委員会内規（「現役員が会計監査員候補を推薦することもある」を追加） 
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…（それぞれについて副会長が賛否を諮る。１～４拍手にて仮承認） 

副会長隅田：では、議案①の１～４は仮承認といたします。ここまでで何か質問ありませんか？ 

学級代表 1 年：PTA 規約では運営委員会の構成員に学年主任の先生も入っています。しかしこれまで一度もお見

かけしたことがありませんが、これは如何なものでしょうか？ 

佐藤副校長先生：4 年前は運営委員会を平日に開催していました。しかしこれでは保護者が参加できませんでし

た。一方、現状は土曜日開催にしたため、保護者の参加は増えましたが、学年主任の 3 人全ての予定

を空けるというのが難しくなりました。 

田代校長先生：もちろん、空いている時は声をかけますが、全員揃うのは難しい状況です。ご理解お願いします。 

 

② 次年度 委員会・協力員の活動内容について(予定) 

副会長中埜：次年度委員会協力員の活動内容については別途お配りしている資料（こちらをクリック）の通りです。

これまでと、大きく変わっているのは 

⚫ ＜表＞文化委員の活動内容が、学校行事『合唱コンクール』で披露する、PTA コーラスの

企画・運営になっていること。 

⚫ ＜裏＞緑野合同進路説明会の受付が追加になったこと、です。 

➢ 協力員については、現時点での予定です。来年度、変更となる場合もあります。 

今年度までは前学年末に意識調査票を配布して、次年度に反映していましたが、来年度からは 4 月の

初めに希望調査届けを２・３年生に配布します。この点については、本日この後の保護者会でも学代さ

んよりアナウンスします。本資料については、運営委員会のみで、みなさんにはマメールで案内し、HP

に掲載しております。ご参照ください。 

 

③ 次年度 役員決定承認について  

推薦委員会副委員長：前回の運営委員会で公示いたしました平成 31 年度役員・会計監査員候補について、

みなさんの方で、何か意見等ありましたでしょうか？ 

書記後藤：推薦委員さんに何かご意見は寄せられましたか？ 

推薦委員会副委員長：いいえ、何もありませんでした。 

副会長隅田：では、次年度役員・会計監査員について、賛成

の方は拍手をお願いします。（拍手） 

 ありがとうございます。では、次期メンバーとし

て承認されたものとします。 

 それではここで、次期役員として決定したメンバ

ーを紹介します。（今回出席の隅田さん、中埜さ

ん、仲田さん、忠内さん、西原さん紹介） 

 

 

 

 

 

http://midorino-jhs-pta.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/2019%E5%B9%B4-%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%83%BB%E5%8D%94%E5%8A%9B%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B20190315.pdf
http://midorino-jhs-pta.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/2019%E5%B9%B4-%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%83%BB%E5%8D%94%E5%8A%9B%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B20190315.pdf
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４． その他連絡事項等 

書記後藤：前回ご連絡しましたパソコン関連用品の追加費用ですが、以下の通り 6,180 円となりましたの

で、報告します。 

１． PC 盗難防止用ワイヤー      1,040 円 

２． USB メモリスティック（5 個）  5,140 円※ 

合計             6,180 円 

※5 個とは：PTA 副会長、書記、会計、バレーサークル、卓球サークル用 

※旧 PC リサイクルは、当該パソコンがリサイクル対象機種でしたので無償となりました。 

   また、これで旧パソコンのデータを新パソコンに移管し、旧パソコンはリサイクルに出します。 

 

 

副会長隅田：では、今後の予定についてお知らせします。4 月 20 日土曜日、新年度委員の顔合せ会を行ないます。

その際、今の委員長・副委員長が新委員長・副委員長に引き継ぎをしていただけますとありがたいです。

参加できない場合は役員までご連絡ください。時間は決まり次第ホームページに掲載します。5 月 11

日土曜日の学校公開日、13 時から PTA 総会の予定です。 

 

田代校長先生：二つあります。１．この後の保護者会、先生方のビデオの力作をどうぞご覧下さい。２．先ほどの

運営委員会の学年主任出席についてのご質問ですが、学年主任は難しいので、他の教員も含め 4 回のう

ち何回かは前向きに検討します。 

 

会計鵜飼：メールでもお知らせしておりますが、各委員会のファイル・出納帳を運営委員会後に回収します。宜し

くお願いします。 

 

卓球サークル代表：前回お話いただいた、サークルの会計の方法はどうなりましたか？ 

 

副会長隅田：今回サークルが文化委員からはずれたことにより、個々に活動費を渡すことになります。PTA 予算

だけでは足りず、部費が必要となり、明確に PTA 予算と部費を分けることは難しいと思われますが、い

ずれにしても報告を挙げて頂く形になると思います。サークルさん用の会計帳簿を準備いたします。 

 

卓球サークル代表：半年に一度確認する形になりますか？ 

 

副会長隅田：はい。他にありませんか？ 

  

学代：4 月 20 日の顔合せ会は午後からでしょうか？  

 

隅田：はい。他になければ、これで今年度最後の運営委員会を終わります。皆様ご協力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 
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【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。 

 

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/ 
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