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第３回 運営委員会だより 
〜 To the future ⼦どもたちの応援団 〜 

⼈と⼈の成⻑を⽀えあう⼼のサポーター 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 挨拶 

【能登祐克 PTA 会⻑ あいさつ】 

本⽇も⼤変お忙しい中、またお休みの中ご出席いただきましてありがとうございます。 
また、本⽇は学校公開⽇でもあり、さらにはオープンキャンパスと新⼊⽣保護者説明会でお忙しいところ、齋藤校⻑先⽣、佐藤副

校⻑先⽣にもご出席いただきましてありがとうございます。 
昨年の９/14 以来、約 5 か⽉ぶりの運営委員会となりますので、報告事項などを含め、議題も盛りだくさんとなりますので、多少お

時間を頂戴いたしますがご了承願います。 
そのため、挨拶もほどほどにいたしますが、後程ご報告があるかと思いますが、来年度の体制もほぼ整いました。不詳ではございます

が、新しいメンバーと共に、もう⼀年頑張って参り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。 
最後に 9/25 の総体陸上において悲願のアベック優勝を果たしました。この⽇は仕事のために応援には⾏けなかったのですが、最⾼

のバースディプレゼントとなりました。頑張った選⼿の皆さんに⼼から拍⼿を送るとともに、ご指導いただいた先⽣⽅に対しまして⼼より感
謝を申し上げます。それでは本⽇もよろしくお願いいたします。 
 

【⿑藤久校⻑先⽣ あいさつ】 

  今年度は、残すところあと１ヶ⽉半ほどになりました。役員・委員の皆様には、⽇頃よりご⽀援とご協⼒を賜り感謝申し上げます。 
３年⽣は現在、中学校卒業後の進路に向けて努⼒している最中です。都⽴推薦や私⽴の推薦・⼀般試験の発表がありました。

２⽉２１⽇には都⽴⼀般⼊試があります。全校で３年⽣が進路の⽬標を達成できるように応援しています。 
２年⽣は１⽉２７⽇から２９⽇までスキー移動教室へ出かけてきました。初めてスキーを体験する⽣徒が多かったようですが、お
互いに協⼒し合いながら宿泊⾏事を成功させることができました。特に⼣⾷後に開催されたレクリエーション⼤会では、司会進⾏役の
係の⽣徒へ協⼒し、楽しく盛り上がることができました。４⽉から伝統を受け継ぎ、良い３年⽣になってくれる予感を抱かせてくれまし
た。   

１年⽣は２⽉７⽇に横浜⽅⾯へ社会科⾒学を予定していましたが、新型コロナウイルスの流⾏を考慮し３⽉へ延期させていただ
きました。３年⽣の卒業遠⾜も予定されておりますので、感染の情況を把握し、各関係機関と相談しながら実施について検討してい
きたいと思います。 
 
【佐藤康⼆副校⻑先⽣ あいさつ】 

おはようございます。本⽇は特別、PTA運営委員会においでいただいた⽅だけに私から歌のプレゼントをします。学年だより 12 ⽉号
に書きました「アナーク（息⼦）」です。40 年前にフィリピンの歌⼿が歌い、⽇本では杉⽥⼆郎さんがカバーした曲です。これを正⽉に
清⽔の舞台から⾶び降りるつもりで購⼊した「マーチン D28」のギターを弾きながら歌います。では、お聞きください。  

⽇ 時 ︓ 令和２年２⽉１５⽇(⼟) ９時００分 〜 １０時１０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 ９名 委員・サークル代表１６名 

合計 ２6名 

保護者の皆様 令和２年 ２⽉ 26⽇ 
中野区⽴緑野中学校 
PTA会⻑ 能登 祐克 
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★２年 あいさつ★ 

3年生の０学期などとも呼ばれる、2年生のこの時期です。総合の授業を使って進路学習も進めています。高校入試の制度

や都立、私立、国立などによる違い、近隣にどんな学校があるのか、また、高校に限らずどのような進路が卒業後にあるのか

など詳しく学んでいきます。その効果でしょうか、2 年生最後となる定期考査に向けて、勉強にも熱が入ってきました。学級

委員は、「学習計画表を自分たちの使いやすい形のものを自分たちの手で作りたい。」と言い、これまで先生が作ってきた学習

計画表を大きく作り変えました。既成概念にとらわれず、主体的に行動しチャレンジできる生徒が増えてきたことがうれしく

思います。2年生最後の定期考査を成功させ、3年生へのステップにしてほしいと願っています。 

 

★３年 あいさつ★ 

3 年生は、受験の真っ最中で、残るは都立高校の一般入試です。朝早くから勉強をしている生徒、休み時間に遊びに誘われ

ても断って勉強している生徒、授業中の演習問題を解きなおしている生徒、自分の第一希望に向けて必死で努力をしている姿

が見られます。また、推薦入試や私立の一般入試で第一希望に合格している生徒のほとんども、授業中に意識を落とすことな

く取り組んでいます。発表の 3月 2日まであと少し、結果はどちらになっても自分の力を伸ばした経験は大きな自信になって

いくと思います。 

高校入試後は、卒業に向けてのことも始まります。3 月 6 日に予定している卒業遠足は、昨今の社会情勢もありますが、学

校としては実施したい方向で進めています。しかし、月末までには有無の判断をすることになります。また、その後は救命救

急講習、球技大会、卒業式練習などが続きます。これまで中学生として 3年間学び続けてこれたことを、友人・保護者の方々

に感謝の気持ちをもって卒業していけるよう、3学年一丸となって 3月 19日に向かっていきます。 

保護者の皆様には、これまで多くのことで本校の教育活動ご理解とご協力を賜って参りました。末筆になりますが、ここに

感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 

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 あいさつ★ 

1 年生は残念ながら先週金曜日に実施予定だった横浜の社会科見学が延期になってしまいました。急遽、お弁当を準備して

いただくことになり、保護者の皆様にはご負担をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。延期日については、新

型肺炎の動向を見ながら慎重に決定したいと思いますので、もう少しお待ちください。延期日が決定しましたら学年だより等

でお知らせいたします。 

あと、26 日登校すると、修了式を迎えます。入学してから 10か月間で、中学生らしくなったなと感じる場面も増えてきま

した。しかし、まだまだ 2 年生になる自覚が足りない部分もあります。先輩として、行動で示すことができる 2年生を目指し

て残りの日々を過ごしてほしいと思っています。 

まだ、1 ヶ月ほど残っていますが、大きな事故等もなくこの 1 年間を終えることができそうです。1 年間、支えてくださり

ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。 
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2. 【各委員・サークル活動報告・今後の予定など】 
 
緑野中 PTA HPをご覧ください。 

 

3. 4校 PTA合同研修会について  開催日…令和元年 9月 7日(土) 

当⽇の模様を紙ベースで配布することについては、9/14第 2回運営委員会でお伝えしておりますが、関係各位と相談した上で
ようやく完成いたしました。お時間がありましたら、ぜひご覧いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。また、北原⼩、平和
の森⼩、緑野⼩の各校 PTA にもデータをお渡しし、共有できるようにする予定です。 
 

4. 花鉢プレゼント  開催日…令和元年 9月 13日(金) 
当⽇は多くの協⼒員の⽅々にご協⼒いただきありがとうございます。⾼齢の⽅々が所属しております⼀部の町会より、今年度から

辞退のお申し出もありましたが、⽣徒たちは貴重な活動をすることができました。 
 
5. 道徳授業地区公開講座  開催日…令和元年 9月 14日(土) 
元ニューヨーク⽇本⼈学校派遣教員永井 晋先⽣(町⽥市⽴⽊曽境川⼩学校校⻑)をお招きし、『9.11 ニューヨークテロ事件

から命について学ぶ』をテーマにご講演いただきました。講演後は保護者の皆様との意⾒交換会も⾏われましたが、保護者の⽅のご

出席が少なく残念に感じました。 

 
6. 中 P 連全体研修会  開催日…令和元年 10月 5日(土) 

⼀昨年、昨年に引き続き「⼼もバリアフリーに︕」のシリーズ第3弾として、講師に丹 明彦先⽣（⽬⽩⼤学⼤学院⼼理学研究
科、同⼤学⼈間科学部⼼理カウンセリング学科准教授、公認⼼理師、臨床⼼理⼠）と4校合同研修会の講師としてお招きした、
宮澤 百合⼦先⽣（東京都⼿をつなぐ親の会中野⽀部中野区愛育会会⻑、東京都⽴中野特別⽀援学校元 PTA 会⻑
（H25,26）、東京都知的障害特別⽀援学校 PTA連合会元会⻑（H26））をお招きし、「⼼もバリアフリーに︕〜共⽣社会
を⽬指して〜」をテーマにご講演いただきました。 
講演では⼦どもの発達に関すること、⽇々の⽣活や学校⽣活で助けが必要な⽅々への⻑年にわたる⽀援や研究を通して得た貴
重なエピソードや、ちょっとした⼿助けを必要とする⼦どもの親としての想いをお話しいただきました。緑野中学校からも多くの保護者
の⽅にご出席をいただいたおかげで、会場の席がほぼいっぱいとなりました。ご出席ありがとうございました。 
 

7. 野方地区まつり  開催日…令和元年10月 19日(土)・20日(日) 
開会式で披露された緑野中吹奏楽部のすばらしい演奏はもちろん、当⽇お⼿伝いいただいた協⼒員のお⽗様⽅の活躍に、野⽅
地区まつり実⾏委員会より感謝のお⾔葉がございました。  

なお、協⼒員のお⼿伝いとして来年度も継続いたしますが、仕事量の負担軽減を図るため、前半・後半の2部制で協⼒員の配
置を検討しております。 

 

8. 子どもワイワイ広場  開催日…令和元年10月 27日(日) 

今年度は、天候によっては江古⽥⼩学校の運動会と重なり、⼦ども達の参加が少なくなるかと⼼配されましたが、前⽇に無事運
動会が⾏われ例年通り⼤盛況となりました。緑野中吹奏楽部の素晴らしい演奏が、会場をさらに盛り上げてくれました。緑野中
PTA として、初めてのお⼿伝い参加でしたが、多くの協⼒員の皆様の頑張りとご協⼒で『喫茶』と『ポップコーン』の持ち場を切り盛り
し、例年同様の売り上げをクリアいたしました。緑野中の保護者の皆様の活躍に、⼦どもワイワイ広場実⾏委員会よりお褒めのお
⾔葉をいただきました。 

なお、この地域⾏事のお⼿伝いについては、今年度限定とし来年度の予定はありません。 
 
9. 合唱コンクール  開催日…令和元年10月 31日(木) 
 今年度から⽂化委員会に企画・運営していただきました。お忙しい中、⾳楽科の伊勢先⽣にご指導いただき、⼤変貴重な時間

を過ごすことができました。事前練習からたくさんの先⽣⽅・保護者の皆様にご参加いただき、初舞台を踏んだ⽅々からは、『楽しか

った』『いい思い出になった』『来年も出たい』というご感想があり、また観覧された⽅からも、『楽しそうだった』とのお声をいただきました。

⽣徒たちも普段⾒られない先⽣、保護者の舞台を嬉しそうに観ていました。。校⻑先⽣には、3回の練習に皆勤賞でご出席いただ

いただけでなく、教職員の皆様に、練習や本番への参加のお声かけをしていただき感謝申し上げます。副校⻑先⽣からは、『⼀体
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○合唱コンクールを文化委員会に移行して○ 
今年度より⽂化委員会の活動として、合唱コンクールで披露する『PTA コーラス』の運営企画等を、役員の活動から

移⾏いたしました。移⾏初年度に⽂化委員をお引き受けいただいた保護者の皆様には、活動をする際、困難な部分も
あったかと存じますが、様々な⼯夫、そして、委員の皆様の ONE TEAM ⼒により、先⽣⽅、⽣徒、保護者が楽しく合
唱コンクールを終えることができました。⼼より感謝申し上げます。活動を通して、⽂化委員の皆様に取りまとめていただ
いた、ご意⾒・検討課題について、役員と学校で擦り合わせを⾏い、来年度に向けて、より⼀層、⽂化委員会が活動
しやすくなるよう、また、役員の負担が軽減されるよう取り組んでまいります。 
 

感があって良かった』とのお⾔葉をいただきました。皆さんの⻘春時代に慣れ親しんだ選曲で⼀体感が出たのではないでしょうか。今

年度、惜しくも参加できなかった皆さん、来年度は是⾮︕なかの ZERO⼤ホールの舞台に⽴ち、⽣徒たちを楽しませましょう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
10. 野方地区放置自転車クリーンキャンペーン  開催日…令和元年 11月 15日(金) 

校外委員の⽅を中⼼に協⼒員の皆様と共に、野⽅駅から北原商店街を放置⾃転⾞防⽌の声がけをしながらパレードし、注意

喚起のテッシュの配布も⾏いました。 

 
11. 保護者と考える交通安全大会  開催日…令和元年 11月 22 日(金) 野⽅区⺠ホールWIZ 
 ⾬にも関わらず多くの協⼒員の皆様にご出席いただきました。野⽅警察署の⽅から、『⾃転⾞⽤ヘルメットの重要性について』や

『海外ワン切り詐欺について』のお話をしていただきました。野⽅地区放置⾃転⾞クリーンキャンペーンで配布しきれなかったテッシュ

をお⼟産としていただきました。 
 
12. 妙正寺川マラソン  開催日…令和元年12月 8日(日)  
当⽇はお天気にも恵まれ、校外委員の⽅は競技コースの受付を、協⼒員の⽅はコース係及び選⼿誘導係を担当いたしました。
ビブスの受け渡しで少々⼿間取ったようですが、⼤きなトラブルもなく無事終了いたしました。今年から初めての試みとして QR コード
での申し込みとなり、お⼿伝い側である各⼩中学校 PTA といたしましては、申込書の回収・集計などの⼿間が省けたため、負担が
かなり軽減されましたしかしながら、QR コードでの個⼈申込となったことで、参加者が例年より少なかったようです。来年度も、実⾏
委員会の皆様と情報を共有しながらサポートしてまいります。 
 
13. 令和 2 年度 PTA 役員・会計監査 選出状況 

本運営委員会にて、令和 2 年度 PTA 役員・会計監査の候補者公⽰の承認を得ましたことをご報告申し上げます。なお、役
員・会計監査候補者につきましては、各ご家庭に配布される公⽰のお知らせをご確認ください。 
3/13(⾦)今年度最後の運営委員会にて、令和 2 年度 PTA役員・会計監査の決定承認を⾏う予定です。 
ご意⾒等は、各クラスの推薦委員、または、緑野中 PTA まで(midorino.jhs.pta@gmail.com)ご連絡ください。 

 
14. PTA 規約改正案 

下記の通り、規約改正 細則改正 新規内規についてご提案申し上げます。 
3/13(⾦)今年度最後の運営委員会にて、規約改正については仮承認を、 細則改正 ・ 新規内規については承認を⾏う
予定です。 

ご意⾒等は、緑野中 PTA まで(midorino.jhs.pta@gmail.com)ご連絡ください。 
 
A) 規約改正 
【現⾏】 
第8章 組織   
第 23条 ＜学年学級代表＞ 
学年学級代表は、各学級から選ばれた 2 名ずつで構成し、各学年ごとに互選によって 代表 1 名、副代表 2 名を選出する。
各学年の学級代表委員会は、学年の⾏事等に協⼒するとともに学年の会員相互の親睦を図ることを⽬的とする。 
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 【改正案】 
第8章 組織   
第 23条 ＜学年学級代表＞ 
学年学級代表は、各学級から選ばれた 2名ずつで構成し、各学年ごとに代表1名を選出する。必要に応じ各学年ごと副代表
2名までを選出することもできる。 
各学年の学級代表は、学年の⾏事等に協⼒するとともに学年の会員相互の親睦を図ることを⽬的とする。 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
○補⾜○ 
現在は、各学年で代表 1名を選び、3学年 3 名のうち 1名を学級代表委員⻑、2名を学級代表副委員⻑としている。現在
は学級副代表は選出していないが、規約には記載がある。副代表の⼈数については、その年度の状況で、代表補佐が必要な
時に対応できるような⽂⾯にし、最低学年ごとの代表は1名選出。運営委員会には、学年ごとに1名以上出席していただくよう
にする。（今までは、運営委員会に出席しない学年があったこともある） 
3 学年をまとめる形での学級代表委員⻑、学級代表副委員⻑選出は、元々規約に記載もなく、委員会全体での活動も⾏っ
ていないため、廃⽌。万が⼀、学級代表委員全体としての活動が必要になる場合は、担当役員と共に、各学年で臨機応変に
連携を取っていただくことで、対応可能と考える。 

 
B) 細則改正 
【現⾏】 
［細則］ 
第 5条 ＜推薦委員及び各委員会の選出⽅法と⼈数＞ 
1.   推薦委員は、第 1 学年及び第 2 学年の各学級から 2名ずつ選出する。第3学年からは選出しない。 
2.   広報委員は、各学年より学級数×1名を選出する。 
3.   ⽂化委員は、各学年より学級数×1名を選出する。 
4.   校外委員は、第 1 学年より 3名、第 2 学年より 6名、第3学年より 9名を選出する。 
 
【改正案】 
［細則］ 
第 5条 ＜推薦委員及び各委員会の選出⽅法と⼈数＞ 
1.   推薦委員は、第 1 学年及び第 2 学年の各学級から 2名ずつ選出する。第3学年からは選出しない。 
2.   広報委員は、各学年より学級数×1名を選出する。 
3.   ⽂化委員は、各学年より学級数×1名を選出する。 
4.   校外委員は、原則、総数 18名とする。なお、各学年ごとの選出⼈数は、年度毎に調整する。 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
○補⾜○ 
現⾏では、校外委員の⼈数が、きっちり決められているため、校外委員をお引き受けしたいと、保護者(会員)の皆様より多くのご
希望があった学年については、校外委員選出時に不便が⽣じている。 
また、3年⽣については、1、2 年⽣で既に役員や委員をお引き受けいただいた保護者が多く、9名の選出は困難を極める。 
これまでの校外委員会の活動を精査し、最低 18 名の選出は必要であり、これを基準とし、学級数の変動等に左右されず、⽇
頃より、⼦どもたち・学校・家庭を⾒守っていいただいている地域の皆様と共に、引き続き、地域活動を⾏っていくために、PTAとし
ても活動しやすい選出基準を設けるべきと考える。 

 
C) 新規 (役員内規) 
会⻑の判断により、必要に応じて役員経験者をアドバイザーに指名することができる。但し、議決権は無しとする。 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ○補⾜○ 
昨年度、役員経験者を相談役とすることについて、運営委員会において規約改正案として話し合いが⾏われた経緯がある。ま
た、昨年度⾏った会員の皆様へお願いしたアンケートの結果からも、その必要性について賛成意⾒も多数あったものの、過去の
状況等を鑑み、相談役等の規約への明記は⾒合わせた。 
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その後、⽇々の PTA活動を通し、現在の PTA活動(特に会⻑職)、地域との繋がり・連携(地域活動)、役員選出状況、会 
員の皆様のライフスタイル、新聞などで報道されている PTA の在り⽅など、現在取り巻く様々な状況を、改めて精査し、アドバイ
ザー的⼈材の確保が必要な場合も考えられると判断した。 

 
15. インターネット利用に関するガイドライン (案） 

⽇々、SNS はじめインターネットに囲まれながらの⽣活が当たり前となるなか、PTA 活動の中でも使⽤する場⾯が増えてきてお
ります。⽣徒だけでなく、私たち⼤⼈も、安⼼、安全に利⽤するため、下記の通りガイドラインをご提案申し上げます。 
3/13(⾦)今年度最後の運営委員会にて承認を⾏う予定です。 
ご意⾒等は、緑野中 PTA まで(midorino.jhs.pta@gmail.com)ご連絡ください。 
 

1.SNS利⽤について 
PTA活動で得た個⼈情報の扱いについては、充分に配慮し、むやみに個⼈の SNSなどに発信してはならない。 

 
2.PTA配信メールシステム運⽤について 
①運営⽬的 
PTA活動や学校⽣活に関する情報提供の迅速化のために利⽤する。 

 
②管理者 
配信メールシステムの管理・運営は PTA役員が⾏い、管理責任者は PTA会⻑とする。 

 
③利⽤者 
配信メールシステムは PTA会員が利⽤できる。 

 
④発信者 
配信メールシステムからメール配信できる者は次の通りとする。 
（1）PTA役員 
（2）学校⻑、副校⻑ 
 
⑤注意事項 
（1）管理者及び利⽤者は個⼈情報の保護に配慮しなければならない。 
（2）運営⽬的以外の広告、宣伝は⾏わない。 
 
3.緑野中学校 PTA ホームページ運⽤について 
①運営⽬的 
ホームページを通し、PTA 活動への理解を促進し、教育活動の⽀援に役⽴てる。 
 
②管理者 
ホームページの管理・運営は PTA役員が⾏い、管理責任者は PTA会⻑とする。 
 
③注意事項 
（1）管理者及び利⽤者は個⼈情報の保護に配慮しなければならない。 
（2）運営⽬的以外の広告、宣伝は⾏わない。 
 
4.ガイドラインの改正について 
このガイドラインの改正について、改正の必要がある時は、PTA役員会で協議し、運営委員会での承認を経て改正する。 

 
16. 令和 2 年度 委員会・協⼒員について  

(令和 2 年 2 ⽉ 15 ⽇現在…お⼿伝いの⽇時・内容等の最終確定は、令和 2 年 4 ⽉始業式以降を予定しております。) 
⽇頃より、皆様にご協⼒いただいいております、『委員会・協⼒員』につきまして、令和 2 年度の予定をお知らせいたします。 
また、新 2・3年⽣のご家庭には、委員選出の参考となる『委員アンケート』を、令和 2 年 4 ⽉始業式に配布いたしますので、
是⾮、進級前より、保護者の皆様で委員お引き受けについてお話し合いいただければと思います。 
委員の選出⽇である、4/18保護者会がスムーズに進⾏いたしますよう、ご理解、ご協⼒のほどよろしくお願い申し上げます。 
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《委員会共通の活動内容》■運営委員会への出席(年 4回程度)※各委員会 1名以上。学級代表委員の⽅は、可能な限り各学年 1名以上。 

■活動費の管理■活動報告の提出■中野区中学校 PTA連合会主催の委員研修会への参加(年 1回〜各委員会 2名程度。) 

 

 

委員会 委員に選出された⽅は、令和 2 年 4 ⽉ 18⽇(⼟)16:00〜『委員顔合わせ』にご出席ください。 
 
 

 

 

 

委員会名   主な活動内容 選出⼈数 

学級代表委員 

l 保護者間の意⾒調整。先⽣⽅への協⼒(例)茶話会・懇親会・球技⼤会差し⼊れや応援 

l 修学旅⾏ 旅⾏会社プレゼンへの参加(1 学年のみ) 

l PTA会費集⾦作業のお⼿伝い(平⽇午前中) 

l 次年度の委員選出サポート(保護者会) 

l 卒業対策委員活動（３学年のみ） 

各学級より２名 

⽂化委員会 

l 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 

(主な内容) 募集・選曲・楽譜印刷製本・練習準備・練習進⾏・当⽇運営 

l 学校⾏事『合唱コンクール』当⽇の来賓・保護者受付・誘導のお⼿伝い 

※別途、⾃主的に講演会などのイベント企画も可能 

各学年より 

学級数×1名 

広報委員会 l 広報誌「みどりの」の発⾏（年 1〜２回発⾏） 
各学年より 

学級数×1名 

校外委員会 

地域⾏事などのお⼿伝いを分担し、3項⽬程度担当 

l 地域お祭りパトロール（北原⼩盆踊り、沼袋氷川神社例⼤祭など） 

l 野⽅地区防犯パトロール団体交流会参加 

l 地域交流活動 

（交通安全⼤会、放置⾃転⾞クリーンキャンペーン、妙正寺川マラソン、野⽅映画村など） 

l 野⽅地区委員会・沼袋地区委員会への所属 

(育成部・広報部・環境研修部などの活動お⼿伝い） 

学年問わず 

総数 18 名  

(原則) 

推薦委員会 
l 次年度 PTA役員の選出のため、推薦状の配布・集計、電話での打診 

l 役員決定に必要な承認までの作業 

1・2 学年 

各学級×２名 
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委員・協力員を選出する流れ
は・・・？ 

協⼒員 

① 新⼊⽣のご家庭は、⼊学式終了後委員の選出。 

② 新 2・3年⽣のご家庭は、4 ⽉の保護者会にて委員の選出。 

③ ①②とも、すでに次年度の本校 PTA役員・会計監査に決定している⽅は除外。 

④ ①②とも、当⽇、⽴候補された⽅より選出。 

⑤ ⽴候補がいない場合、事前に皆さまからご提出いただいた委員アンケートを参照しながら話し合いで選出。 

※委員アンケート(新 2.3年⽣のみ)・・・委員をお引き受けいただけるか、事前に皆さまのご希望を確認させていただく内容 

⑥ アンケートや話し合いで決まらない場合、最終⼿段として⽋席者の⽅を含めてくじ引き。 

※お⼦さまの学年で、既に役員・会計監査・委員を経験された⽅は、くじ引き当選も辞退が可能。辞退者有の場合は再度くじ引き。 

⑦ 役員・会計監査・委員の選出終了後、皆さまに協⼒員希望届を配布。速やかにご提出を。 

⑧ 後⽇、決定した「役員・会計監査・委員・協⼒員⼀覧表」を配布。 

 

 ⾏ 事 担当 ⽇  程(予定) 備   考 

1 セーフティ教室 
 

役員 
 

5 ⽉ 9 ⽇(⼟) 
 

授業参観・講演会・意⾒交換会への参加 
 2 体育祭 

 
役員 

 
5 ⽉ 23⽇(⼟)予備⽇ 5/26,5/27 
5/555//26,5/275/26.5/27 

 

受付・お茶出し・パトロール 
 3 社会を明るくする運動   

    
役員 

 
6⽉ 27⽇(⼟） 
 

講演会への参加 
 4 中 P連合同進路相談会 

 
役員 

 
7⽉ 11 ⽇(⼟） 
 

会場設営・受付・案内・誘導・⽚付け 
 5 

 
給⾷試⾷会 役員 7⽉平⽇ 配膳準備・試⾷・意⾒交換・⽚付け 

※給⾷代︓⾃費︕︕ 
6 
 
北原⼩盆踊り 
 

 
校外 

 

7⽉下旬週末(2 ⽇間) 
 

北原⼩盆踊りパトロール 
 7 丸⼭塚盆踊り 

 
8⽉下旬週末(3⽇間) 
 

丸⼭塚祭りパトロール 
 8 沼袋氷川神社例⼤祭 

 
8⽉下旬週末(2 ⽇間) 
 

沼袋氷川神社例⼤祭パトロール 
 9 4 校 PTA合同交流会 役員 9 ⽉ ⼟曜⽇ 聴講・意⾒交換会 

10 地域交流活動 花鉢プレゼント 
 

役員 
 

9 ⽉ 18⽇(⾦) 
 

⽣徒が⾏う地域交流活動のお⼿伝い 
 11 中Ｐ連全体研修会 役員 10⽉ ⼟曜⽇ 研修会への参加(中野区中学校 PTA連合会主催) 

12 野⽅地区まつり① 役員 10⽉ 17⽇(⼟)朝〜午前 開会式会場設営  男性歓迎︕︕ 

13 野⽅地区まつり② 役員 10⽉ 17⽇(⼟)午後〜⼣⽅ 会場⽚付け     男性歓迎︕︕ 
14 合唱コンクール ⽂化 11 ⽉４⽇(⽔) 受付・来賓案内・誘導 
15 PTA コーラス ⽂化 11 ⽉ 4 ⽇(⽔) 合唱コンクール

内（＋平⽇⼣⽅など事前練⽇） 
合唱コンクールの PTA コーラスへの参加 
事前練習の参加(平⽇⼣⽅) 16 道徳授業地区公開講座 役員 11 ⽉ 14 ⽇(⼟) 授業参観.講演会・意⾒交換会への参加 

17 放置⾃転⾞クリーンキャンペーン 校外 11 ⽉平⽇ 午後 野⽅駅周辺放置⾃転⾞防⽌呼びかけ 
18 保護者のための交通安全⼤会 校外 11 ⽉平⽇ 午前 講演会への参加（野⽅区⺠ホール(WIZ)） 

19 妙正寺川マラソン 校外 12 ⽉ 13⽇（⽇） マラソン⼤会⼿伝い（前⽇打合せあり） 
20 家庭教育⽀援講座 

 
役員 

 
2 ⽉⼟曜⽇ 
 

講演会への参加(⼈数制限あり) 
 21 PTA書類印刷・製本作業 役員 3⽉ 新年度 4 ⽉に配布する PTA の書類の印刷等作業 
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17. 会計より 
各委員会、サークル活動費精算よろしくお願いいたします。 
 

18. 書記より 
各委員⻑ならびに役員、サークル代表の⽅々、毎⽉活動報告をメールにて提出していただき、ありがとうございます。引き続きよ

ろしくお願いいたします。 
 

19. その他 
  ・PC保守サービス更新 
    昨年度購⼊いたしました PTA 室のパソコンに付加しております保守サービスについて、更新⼿続きを完了いたしましたこと

をご報告申し上げます。 
 
  ・ベルマーク買い物 

     以前、PTA 活動として⾏っていたベルマークについて、53,387 円の残⾦が判明し、学校、⽣徒に還元する⽅向で学校と
検討した結果、英語の授業や合唱コンクールの各クラス練習に使⽤する CDデッキ 6台と交換させていただきましたことをご報
告いたします。残額につきましては、ベルマーク財団を通じて寄付、ベルマーク登録は、これを以って抹消させていただきました。 
 

  ・標準服リサイクル 
    詳しい内容は HP に掲載してあります。よろしくお願いいたします。 
 
  ・ジャンパー寄付 
    今年度の広報委員の⽅から、スタッフジャンバーを寄付していただきました。PTA 活動のためにご寄付いただきましこと、⼼

より感謝申し上げます。体育祭や合唱コンクールなど、様々な PTA活動や学校⾏事のお⼿伝いの際に活⽤させていただき
ます。また、『平和の森⼩学校 PTA』と『にじいろ学童クラブ』よりスタッフジャンパー譲渡の打診があり、平和の森⼩学校
PTA に 50着、にじいろ学童クラブに 25着を寄付させていただきましたこと、併せてご報告申し上げます。 

 
  ・防犯ベスト納品 
    これまで 15枚で対応しておりましたが、今後の⽣徒数・家庭数増加に伴う協⼒員数に対応できるよう、中野区へ新規に 

10枚申請し、先⽇納品が完了いたしました。なお、緑野中 PTAは防犯パトロール団体として中野区に登録しているため、
無償にて対応いただきました。現在 25枚の在庫となり、来年度以降も PTA活動で使⽤してまいります。 

 
  ・マメール退会  
    現在 3年⽣のご登録をいただいている⽅は、3⽉ 31 ⽇を以って退会となりますことをご了承ください。退会の⼿続きは、 
PTA役員担当者にて⾏いますので、3年⽣のご家庭でのお⼿続きは不要です。 
また、来年度以降、弟・妹のお⼦さまが在籍している現在 3年⽣のご家庭につきましては、PTA役員担当者にて継続⼿ 
続きをいたします。 
現在 1,2 年⽣のご家庭につきましても同様に、PTA役員担当者にて継続のお⼿続きを⾏います。 

お⼿続きの際は、PTA役員担当者より事前にマメールでご連絡申し上げます。 
 

 
 

 
 

  
今後の運営委員会予定 ※今年度は４回開催 

第 4回 2020/３/13（⾦）  13︓00〜    場所︓調整中 


