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〜 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】 

本⽇の運営委員会の開催にあたりましては、新型コロナウィルスの感染予防、感染拡⼤の防⽌による臨時休校中のため、学校側
ともよく相談した上で実施することといたしました。 

これまでとは全く異なる状況の中ではありますが、ご出席を頂きましてありがとうございます。 
卒業式の開催も危ぶまれておりましたが、感染リスクを低くするため、規模を縮⼩し時間短縮に努めるという形で⾏われるということ

で、卒業⽣並びに保護者にとっては多少ご不満もあるかとは思いますが、胸を撫で下ろしているのではないでしょうか。 
また、臨時休校の期間も延⻑となりましたが、希望する⽣徒を対象に登校できるようになりましたので、悶々としていた気持ちが少し

晴れるのかな︖と感じております。 
いずれにしましても、こうした状況を理解し、我慢と努⼒を重ねて頂いている先⽣⽅、⼦どもたちに⼼から敬意を表したいと思います。 
今年度最後の運営委員会でありますので、議題も多いのですが、私どもも時間短縮し、感染拡⼤の防⽌をしなければなりませんの

でご理解とご協⼒をよろしくお願いいたします。 
それでは、今年度最後となりますがどうぞよろしくお願いいたします。 

【⿑藤久校⻑先⽣ あいさつ】 

 ３⽉１１⽇（⽔）教育委員会から新型コロナウイルスの感染対策として、臨時休業延⻑の通知を受け、情報配信メールや PTA
マメール、学校ホームページで連絡をさせていただきました。 
 PTA 会⻑の能登祐克さんに教育委員会から⻑年の PTA 活動の功績に対して表彰状が届いています。本来、中野区役所で⾏わ
れる表彰式で受賞する予定でしたが、感染症対策で中⽌になりましたので、この運営委員会でお渡ししたいと思います。おめでとうご
ざいました。 
 今年度の役員委員の皆様、緑野中学校にご⽀援ご協⼒を賜り感謝申し上げます。  
 
【佐藤康⼆副校⻑先⽣ あいさつ】 

  
今年度発信してきました学校便りの副校⻑のコラムですが、ご好評をいただきましたので⼩冊⼦にしました。ご希望の⽅は是⾮︕ 
 

【学年主任先⽣あいさつ】 
 
  時間短縮の為、省略いたしました。  
 

第４回 運営委員会だより 

⽇ 時 ︓ 令和２年３⽉１３⽇(⾦) 13時０5分 〜 １3時 50分 
開 催場所︓ 緑野中学校 2F視聴覚室 
出 席 者 ︓ 先⽣ 4名 役員・会計監査 7名 委員・サークル代表 9名 

合計 ２0名 

保護者の皆様 令和２年 3⽉ 18⽇ 
中野区⽴緑野中学校 
PTA 会⻑ 能登 祐克 
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副会⻑活動 
2/6   次世代育成委員推薦会 
2/6   避難所運営会議 
2/8   推薦委員会 
2/12  ⻘少年育成沼袋地区委員会全体会 
2/12  沼袋地区委員会委員研修会 
2/15  運営委員会 
2/17,2/26  緑野中ホームページ更新 
2/22  役員会 
 

【会⻑・役員・各委員・サークル活動報告・今後の予定など】 

＜学級代表委員会＞  
1年学代     2/29  進級祝い、先⽣⽅への差し⼊れ購⼊ 
           3/2   進級祝い、差し⼊れ配布 
           3/5   追加の進級祝いの発注予定 
           3/25  進級祝い配布予定 
2年学代     2⽉   活動報告無し 

                  ３⽉   ジッパー式ファイル購⼊ 
3年学代     2/15、25、29  卒対打合せ 

 
＜広報委員会＞ 
        2⽉、3⽉     活動報告無し 
 
＜⽂化委員会＞  
        2⽉、3⽉     活動報告無し 
 
＜校外委員会＞  

≪沼袋地区委員会≫ 
2/19 広報部編集会議   反省会意⾒提出 
3/4.5 広報部校正と反省会 ※中⽌ 
3/11 全体会 ※中⽌     

≪野⽅環境部≫ 
           2⽉ 新型コロナ影響で⼦ども川柳の印刷の延期（期⽇未定） 

≪野⽅地区委員会≫ 
3/12 広報誌発⾏ 配布作業予定 

 
＜推薦委員会＞   

2/9   公⽰レター（候補者内定）の作成    
2/15印刷、配布準備 
3⽉上旬 公⽰レター（役員決定）の作成。印刷、配布準備は未定 
 

＜バレーボール＞   
         2⽉、3⽉    活動報告無し 
 
＜卓球＞ 
        2/5,12,19,26 通常練習（12,26 コーチレッスンあり） 
        3/4,11,練習無し 3/18,25未定   

 
会⻑活動報告 

2/1  中野区⽴⼩学校 PTA 連合会結成 70周年記念祝賀会 
2/2  第11回中学⽣東京駅伝⼤会 
2/8  令和2年度緑野中学校役員予定者との打合せ会 

中 P 連執⾏部打合せ会 
2/15 第3回運営委員会 
     新⼊⽣保護者説明会 
     中 P 連会⻑会 
2/22 役員会 
2/29 家庭教育⽀援講座 ※中⽌ 
3/7  中 P 連執⾏部打合せ会 
 
活動予定 
3/13 第4回運営委員会 
3/14 中 P 連会⻑会 
3/20 中 P 連新旧会⻑研修会・懇親会 
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2. 慶弔費について 

PTA 規約 細則第 3条 慶弔規定により、伊勢先⽣にご結婚祝いを、仁⽥先⽣にはご出産祝いをお渡ししました。おめでとうござい
ます︕︕ 
 

3. 花鉢プレゼントについて 
今では緑野中学校の⾏事の⼀つとして定着し、地域の⾼齢者の⽅々から喜ばれている花鉢のプレゼントですが、学校側から相談も

あり、来年度から中野区が⾏っている「区⺠公益活動に関する助成制度」に申請をしようと考えております。こちらに申請し、審査に通り

ますと助成⾦が交付されます。助成額は⼀つの事業につき対象経費の 2/3以内となり、限度額は 20万円となっております。 

応募期間が 4/1から 4/20までとなっておりますので、⼿続きとしては令和元年度の役員によって⾏います。 

流れとしては、5 ⽉下旬までに審査が⾏われ、6 ⽉中旬に決定。その後決定額が交付されます。現段階で審査に通るかどうかは分

かりませんが、感触としては悪くありません。こちらも来年度になりましたら再度プッシュしていきたいと思っております。 
 
4. マメールについて 
3⽉ 31⽇までにマメールの継続更新⼿続きをする必要があり、先⽇の役員会で次年度のマメール継続について検討いたしました。 

来年度の家庭数は、現在の家庭数よりも増加すると予想され、現在のマメール登録アカウント数が 362 アカウントであることから、次

年度は、登録数を変更することといたしました。 

○令和元年度    登録限度数…400 アカウント／年間使⽤料…24,000円 

○令和2年度    登録限度数…500 アカウント／年間使⽤料…28,000円 

以上のように、差額4,000円のアップとなります。なお、年間使⽤料につきましては、PTA 予算にてお⽀払いいたします。 

 
5. 令和 2年度 PTA 役員・会計監査承認 

本⽇の運営委員会で令和 2 年度 PTA 役員・会計監査委員の承認を得ましたことをご報告申し上げます。詳細は 3 ⽉ 13 ⽇付
推薦委員会より配布いたしました『令和 2 年度 PTA 役員、会計監査決定のお知らせ』をご覧ください。なお、承認に際し、補⾜説明
を⾏いましたこと、併せてご報告申し上げます。 
【補⾜説明】 
①新 1年⽣の保護者から 4名選出しておりますが、規約上では何ら問題ございません。また、その内の 3⼈の⽅につきましては、上 

のお⼦様が緑野中学校を卒業されております。純粋な新1年⽣の保護者はお⼀⼈となりますが、男性であります。中野区内中学 
校の PTA で、男性役員が３名というのは珍しいことでもあります。PTA に対する昨今の⾵向きはあまり良いとはいえない中で、⾮ 
常に有り難いことだと思います。 
②3⼈の役員候補者の⽅については、任期 1年を超過しておりますが、PTA 規約 第14条〈任期〉により、再任を妨げないこととい 

たします。 
 

6. 規約改正案審議 

本⽇の運営委員会において仮承認を得ましたことをご報告申し上げます。詳細につきましては、第 3 回運営委員会だよりをご覧くだ
さい。なお、5⽉に⾏われる PTA総会にて本承認承認を⾏います。 
 
7. 規約細則改正案審議 
 本⽇の運営委員会において承認を得ましたことをご報告申し上げます。詳細につきましては、第 3 回運営委員会だよりをご覧ください。 

 
8. 規約内規改定案審議 
本⽇の運営委員会において承認を得ましたことをご報告申し上げます。詳細につきましては、第 3 回運営委員会だよりをご覧ください。 
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9. インターネットガイドライン制定案審議 
本⽇の運営委員会において承認を得ましたことをご報告申し上げます。詳細につきましては、第 3 回運営委員会だよりをご覧ください。 

 
10. 令和 2 年度委員会協力員選出について(令和 2 年 3 月 13 日現在) 

来年度の委員会・協⼒員の内容は以下の通りになっております。新 2・3 年⽣のご家庭には、委員選出の参考となる『委員希望
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。 
※新型コロナウイルスの状況によっては、新年度の学校⾏事、PTA関連の⽇程変更の可能性があることをご了承下さい。 

 
<委員会＞ 
《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参加(年 1回。各委員会 2名程度。) 
 

委員会名   主な活動内容 選出人数 

学級代表委員 

●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 

●修学旅行 旅行会社プレゼンへの参加(1学年のみ) 

●PTA 会費集金作業のお手伝い(平日午前中) 

●次年度の委員選出サポート(保護者会) 

●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 

●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・選曲打ち合わせ・楽譜印刷製本・練習準備当日運営 

●学校行事『合唱コンクール』当日の来賓・保護者受付のお手伝い 

※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 ●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 

●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） 

●野方地区防犯パトロール団体交流会参加 

●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） 

●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 
●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 

●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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＜協⼒員＞ ※⾏事・⽇程・お⼿伝い内容に変更が⽣じる場合もありますので予めご了承ください。 

 
11. 会計より 

各学級代表委員の⽅は、本⽇、活動費の残⾦・帳簿の返却をお願いいたします。 
 

12. 書記より 

各委員⻑ならびに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。3 ⽉の活動報告をよ
ろしくお願いいたします。 

 
13. その他の連絡事項  

・委員会引き継ぎについて 
 4⽉ 18⽇（⼟）16時より新しく委員をお引き受けいただいた皆様の新顔合わせ会が予定されています。各委員会の引き継
ぎについては、当⽇、現在の委員の⽅がお越しいただいての引継ぎ、または、引継ぎノートを活⽤していただいても構いません。よろ
しくお願いいたします。 

   ※新型コロナウイルスの状況によっては、新年度の学校⾏事、PTA関連の⽇程変更の可能性があることをご了承下さい。 
 

委員会名   主な活動内容 選出人数 

学級代表委員 

●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 

●修学旅行 旅行会社プレゼンへの参加(1学年のみ) 

●PTA 会費集金作業のお手伝い(平日午前中) 

●次年度の委員選出サポート(保護者会) 

●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 

●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・選曲打ち合わせ・楽譜印刷製本・練習準備当日運営 

●学校行事『合唱コンクール』当日の来賓・保護者受付のお手伝い 

※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 ●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 

●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） 

●野方地区防犯パトロール団体交流会参加 

●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） 

●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 
●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 

●役員決定に必要な承認までの作業 

1・2学年 

各学級×２名 

 

行 事 担当 日  程 備   考 

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 

体育祭 役員 ５月 23日(土)予備日 5/26・5/27 受付・お茶出し・パトロール 

社会を明るくする運動      役員 6月 27日(土） 講演会への参加 

中 P連合同進路相談会 役員 7月 1１日(土）※会場：中野中学校 受付・会場設営・案内・誘導・片付け 

給食試食会 役員 7月平日 
配膳準備・試食・意見交換・片付け 

※給料代：自費！！ 

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 

丸山塚盆踊り 8月下旬週末(3 日間) 丸山塚盆踊りパトロール 

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 

４校 PTA 合同交流会 役員 9月 聴講・意見交換会 

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 

中Ｐ連全体研修会 役員 調整中 研修会への参加（中野区中学校 PTA連合会主催） 

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！！ 

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！！ 

合唱コンクール 文化 11 月 4日(水) 受付・来賓案内・誘導 

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習日） 

合唱コンクールの PTA コーラスへの参加 

事前練習への参加（平日夕方） 

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 

放置自転車クリーンキャンペーン 校外 11 月平日の午後 野方駅周辺放置自転車防止呼びかけ 

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（野方区民ホール(WIZ)） 

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） 

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) 

PTA書類印刷・製本作業 役員 3月保護者会同日 新年度 4月に配布する PTA書類の印刷等作業 
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令和元年度 各委員会の皆様をはじめ、全ての保護者の皆様、 

共に楽しく活動できましたこと、⼼より感謝申し上げます。 

新型コロナウィルスによる不安な⽇々が続きますが、ご家族の皆様共々、 

ご慈愛くださいますようお祈り申し上げます。 

令和2年度も、引き続き、⼦どもたち、学校のために、皆様の熱いご⽀援、ご協⼒をよろしくお願い申し上げます。 

令和元年度 PTA役員⼀同 

 

・令和 2 年度 PTA 総会に向けて 
 5 ⽉ 9 ⽇（⼟）に予定しています。令和元年度の委員会・サークルの皆様より、年間を通してご報告いただきました活動報告
を、総会資料『令和元年度活動報告』として記載いたします。PTA 役員書記にて作成後、各委員会・各サークルの代表の⽅へ
ご連絡を差し上げますので、記載事項にお間違えないかご確認ください。 
 ※新型コロナウイルスの状況によっては、新年度の学校⾏事、PTA関連の⽇程変更の可能性があることをご了承下さい。 

 
14. 1 年間の活動を終えて 
＜学級代表委員会＞ 
 1年学代  活動計画が順調に進んでいたのにコロナウイルスの影響により⽩紙に戻った。 
         予算が余ってしまい何度も購⼊し、⼭北先⽣に搬⼊の⼿伝いをして頂き感謝している。 
         進級祝いとしてノート、フリクションマーカー、シャープペンを購⼊。 
2年学代 コロナウイルスの影響で予定が変わり永尾先⽣にアドバイスを頂きジッパー式ファイルを購⼊した。 
       委員の⽅々と交流が持てたのが良かった。 
3年学代 卒業式に向けて頑張っている。 
       ⼦どもたちにサポートしていけるように今現在も⾛り続けている。 
 
＜校外委員会＞ 
  ⻑年の懸案事項である協⼒委員への連絡が、4⽉の顔合わせ時にグループ LINEが出来たことで改善された。 
かつては個⼈情報保護の観点から委員⻑だけが電話番号を管理し、連絡が取れない協⼒委員には、委員⻑が連絡して ⼤き
な負担となっていたようだが、グループ LINEを使い、各⾏事の担当委員だけでなく、全ての委員に「何年何組の何々さん」という情
報だけで、迅速に全ての協⼒委員さんと連絡が取れる事ができた。おかげで各担当委員は不安なく当⽇を迎えられ、円滑に進⾏
する事ができた。 
 
＜推薦委員会＞ 
  皆さん協⼒的で隅⽥さんに助けて頂き滞りなく決まった。ありがとうございました。 
 

 ＜役員＞ 
   今年は役員初体験のメンバーも多く「誰で参加できる PTA」としてフレッシュな気持ちで、能登会⻑に率いていただきながら 

スタートしました。不慣れな点などもあり不安もありましたが、各役職の域を超えてお互いにサポートしながら活動できたと思います。
⾄らない点も多々あったかと思いますが、今年度も 1年間 PTA 活動にご協⼒いただきありがとうございました。  

以 上 

 


