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第５回 運営委員会だより 

～ 子どもたちの応援団 PTA ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＴＡ会長 あいさつ】 

本日もお忙しい中お集まり頂きましてありがとうございます。 

また、公開日でもあり、今日はオープンキャンパスと新入生保護者説明会などの行事で慌ただしい中ではありますが、

田代校長先生並びに佐藤副校長先生にもご出席を頂きまして誠にありがとうございます。 

早いもので、今年度の運営員会も今日を含めて残すところ２回となり、年を重ねる毎に感じてはおりましたが、時のた

つ早さを実感しているところであります。 

さて、都立高校を受験する３年生は来週の金曜日に本番を控え、最後の追い込みに余念がないと思いますし、保護者の

方々も最後の踏ん張りどころを迎えていると思いますが、ここまで来たのであれば何はともあれ風邪やインフルエンザ対

策をしっかりとして頂いて、持てる力を答案用紙にぶつけて頂き、一ヶ月後の卒業式は全員が笑顔で巣立っていく事を心

から願っております。 

話は変わりますが、11 月に行われました中 P 連のママバレーボール大会におきましては、見事連覇をいたしました。

おめでとうございます。校長先生も最後まで大きな声で応援をして頂きましてありがとうございました。１２月の卓球大

会も選手全員が力を合わせて奮闘を頂きました。また、当日は副校長先生と卓球部顧問の山本先生にも選手としてご参加

を頂きありがとうございました。 

各委員会の活動といたしましては、広報委員会に後期号の作成を行って頂きました。ゲラ刷りの段階ではありましたが

非常に素晴らしい仕上がりとなっていて、ご覧いただけると分かると思いますが、表紙の写真が何ともいえないノスタル

ジーを感じさせてくれて、まるで自分が中学生時代の放課後に戻ったような気にさせるものとなっておりますので楽しみ

にしていて頂きたいと思います。 

作成をして頂いた広報委員会の委員長をはじめといたしまして委員の皆様に心から感謝を申し上げます。 

最後になりますが、来年度の会長につきましては目下人選を進めておりますが、今日現在では正式に決まっておりませ

ん。来月の運営委員会にはご報告ができるよう取り組んでおりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、本日もよろしくお願いいたします。 

 

【校長先生 今月のお話】 

『入試の結果は・・・・』 

 ２月 23日（金）に都立高校の一次試験があります。発表は、翌週の３月１日（木）です。 

期待と不安が入り交じった入試を終えて、保護者の皆様はどのようにお考えでしょうか。どんなに優秀

な我が子でも「運の強さ」を求めたくなるときだと思います。 

 将棋の世界に芹沢博文さんという有名な棋士がいました。芹沢さんが、昔このようなことを言ってい

ました。「感謝の気持ちをもっていると、運は続くようだ。当たり前だと思うと、運は下降線をたどって

しまう。『しまった』と思って反省すると、その下降はそこで止まる。『勝ってにしやがれ』とふてくさ

れると、運に見放されどこまでも落ちていくような気がする」 

 私たちの生活でも同じことが言えるのではないでしょうか。生活の中で「ついていない」ことがあると、その原因は自

分自身の中にあるにもかかわらず、まるで自分の及ばない、もっと大きなものが働いたせいにしていることがありません

か。昔から、「運も実力のうち」とよく言われますが、その言葉の本当の意味は、自分自身に対して甘えやあきらめ等を

許さない厳しい姿勢が、結局は結果となって表れるということなのだと思います。しかし、長い人生の中には、ラッキー
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でよい結果を得ることもあります。そのような時、どのように対応するかが大切なのではないでしょうか。 

 芹沢さんのように、感謝する気持ちを忘れずに「うれしい」と素直に感じ、これも周りの人のおかげと謙虚に受け止め

る気持ちをもっていると運がいつまでも自分の周りにいてくれます。そうできれば、必ず「運も実力のうち」になると思

います。 

都立の結果が出て、希望通りの高校に進める生徒もいれば、第二希望の学校になる生徒もいます。願いが叶わなかった人

が「運」を引き寄せられなかった訳ではありません。その結果を、天運が与えてくれたのだと考え、感謝して新しい道で

精一杯頑張って欲しいと思います。 

 

【副校長先生 あいさつ】 

２９年度の総まとめの時期です。3年生は都立推薦入試や私立一般入試が終わり 2学年は時期「3年

０学期」と称して早くも進路指導の取り組みにも力を入れています。 

どの学年も良いまとめが出来る学期にしたいと思います。１学年は、２月２日降雪で非常に寒い日で

ししたが、横浜社会科見学に行ってきました。３学年は来週金曜日が都立入試です。「終わりよければす

べてよし」ではないですが、進級、卒業に向けてどの学年も生徒が良い結果、まとめができるといいと

思います。また、本日の学校公開は生徒作品展です。全校の生徒が 1 年間授業や行事で作成した展示物

が特別教室や廊下でご覧になれます。どれも力作ばかりです。どうぞこの後校内の展示をご覧になって

いって下さい。 

【来年度の各委員および協力員の体制について】（副会長より） 

緑野中学校は今年度 10年目を迎え、来年度は周年行事を予定しています。それに伴い各委員の活動内容および協力

員の項目・人数の変更を別紙の通り提案いたしました。協議の結果、運営委員会にて承認されましたことをご報告いた

します。尚、30 年度の協力員の人数は予定数であり、PTA 会員数の増減、その他の要因により調整・変更となるこ

とをご了承ください。 

（※別紙をご覧ください。） 

今後の流れですが、現在の 1年生、2年生の保護者の方向けに、来年度の委員･協力員の希望届のお手紙を配布いた

します。それを元に、学級代表の方々は、来年度の新委員の希望を取りまとめていただき、新年度 1 回目の保護者会

のときに速やかに委員が決まるように、ご協力をよろしくお願いします。 

 

【決算について】(会計より) 

次回運営員会にて、各委員会の帳簿・残金を回収いたしますので、ご準備をお願いいたします。また、各委員の連絡

費の受領印を押した受領書も、必ずお持ちください。３月２日以降に支出がある場合は会計までご相談ください。必ず

締切日をお守りください。 

 

【各委員会年間活動報告について】(書記より) 

総会資料作成のため、年間活動報告をまとめたものを、後日 Gmail にてお送りいたします。抜けている点や訂正す

る点などがありましたら、加筆・訂正をして提出してください。（春休み中を予定） 

 

【その他】 

 ・周年行事について（会長より）・・・緑野中学校となって初めての１０周年の行事となります。現在、歴代会長が

実行委員を務めております。2/24（土）に第１回周年行事実行委員会を開催し、その会に地域の方々をお招きし

まして、実行委員会の相談役になっていただきたいと思っております。我々だけでは周年行事を成功させることは

出来ませんので、是非、保護者の皆様のご協力もお願いします。 

 ・防犯パトロール助成金について（会計監査より）・・・防犯パトロール団体保険助成金を 1月に申請し、下記のと

おり、承認および確定いたしましたことをご報告申し上げます。 

    ＜268名（生徒数＋教師数）×300円＝80,400円＞ 

 ・定期総会について・・・５月を予定しております。その際、今年度の委員の方と、来年度の委員の方の出席を予定

しております。 

 ・マメールの継続について・・・3/31 で、更新の時期が来ます。来年度も継続して利用したいと思っております。

よろしくお願いします。（現在 200件ほどの登録があります） 

 ・PTA会費の集金方法について・・・出席者の皆様からご意見をいただきました！！ 

●なかなか連絡網などが回らないことがあり、集金の連絡が困難な場合がある。 

●PTA会費の集金だけに関わらず、学校で配布されている連絡網の記載内容や使用方法などを検討して欲しい。 

●PTA会費の集金方法について、他校では振込みを採用しているところもあるので検討してみては。 

  →→→皆様のご意見を参考に、今後の連絡網の在り方、回収方法等について、PTA役員・学校共に検討してま 
いります。 
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★１年 中里先生より★ 

一年生としていられるのもあと一か月となりました。 

先日は横浜に社会科見学に行きました。天候が危ぶまれる中でしたが、各班とも、班でまとまって行動し、急な電車の変更に

も対応し、無事に一日過ごして来ました。中学一年生の生徒たちにとって、雪の中で満員電車に乗ったことや、見学地で知っ

たことや驚いたこと・中華街を散策したことなど、初めて経験したことがあり、チェックポイントに来るや否やたくさんの報

告をしてくれました。 

また、昨日は作品展を見学し、自分が作ったものだけでなく、同学年の生徒の作品や先輩方の作品に感嘆しながら歩く姿が多

くみられました。来年や再来年は自分たちはどのような学習をするのか、先輩たちはどのように工夫して素晴らしい作品を作

っているのか、などここでも多くのことを勉強しました。 

→さて、いよいよ残すはテストと進級です。今回のテストは範囲が広く、内容も一年生の始めからだいぶ難しくなっています。

学校生活の基本は授業をしっかり受けることである、ということを再度意識して、毎日の生活にメリハリをつけることで、一

人でも多くの生徒に力を伸ばして欲しいと思います。また、あと一か月半で良き先輩となれるように、他者に対して思いやり

の心をもつことを、いつも胸に留めておいて欲しいです。 

保護者の皆様、引き続き、さらに生徒たちが成長していけるよう、お力添えをお願いすることがあると思いますが、よろしく

お願いいたします。 

生徒たちの様子について(各学年の先生方より) 

★３年 亀山先生より★ 

 現在までに私立推薦、都立推薦、そして私立一般受験が終わり、全体の４割が第一志望校に進路決定しました。都立高校の

推薦合格はかなりの難関と言われていますが、校長先生との面接練習や学年での集団討論練習を繰り返し行った２０数名が受

検し、見事に半数が合格しました。都立高校一次入試まであと残すところ１週間。現在、朝７時半ともなると、教室や図書室

で自主的に学習をする生徒が登校してきます。最近では１０名ほどになりました。入試の過去問を解く生徒達の様子を見ると、

理科の永尾先生に何度も何度も解説してもらい、「なんで？？」や「あ～っ、そうか」と分かるまでとことん取り組んでいます。

参加者の中にはすでに進路が決定した生徒もいます。その取り組みが高校での勉強に活かされることと思います。 

 １月にはインフルエンザが猛威をふるい、不安な時期も乗り越えてきました。そんな中、周囲に思いやりを忘れず自他を大

切にして、みんなで受験を乗り越えよう！と集会や学活で話してきました。実際、すでに進路先が決定した生徒も今までと変

わらず授業をきちんと受けています。先日は進路が決定した有志の女子数名が「みんなに幸運がおとずれますように」とフェ

ルト布で四つ葉のクローバーのお守りを作ってくれ、各学級で一人ずつ手渡してくれました。 

 卒業式まであと１ヶ月。入試が終わると義務教育最後の後期期末考査があります。そして３月になると３年生は特別時間割

でさまざまなことに取り組みます。例年通り、救急救命講習、卒業遠足、球技大会、奉仕活動、区内在住の外国人の方をお招

きしての国際理解教室などを行いながら、卒業式練習を行います。素晴らしい思い出をたくさん作りながら、素晴らしき先輩

として記憶に残るよう有終の美を飾ってほしいと願っています。１２日（月）の保護者会では特別スライドを上映し、←お子

さんの成長をご覧いただけると思いますのでぜひ楽しみになさっていてください。 

今後も卒業までご理解、ご協力よろしくお願いいたします。 

★２年 山北先生より★ 

２年生は冬休み明けにスキー教室が実施されました。入学したての頃の山中湖移動教室に比べると、先生方に注意されるこ

ともほとんどなく、大きく成長した姿を見ることができました。また、スキーのインストラクター、バスガイドさん、写真屋

さんなど、関わっていただいた方々からも褒めていただきました。スキーに関しては、初日はスキーを履いて歩くことさえ困

難だった生徒も、２日目には全員リフトに乗り、最終日にはほとんど転ぶことなく滑ることができました。事後アンケートの

「あなたにとって、今回のスキー教室は１００点満点中何点？」という項目では、学年で８７点という平均点がつきました。

生徒にとっても満足できるスキー教室になったと思います。スキー教室の様子は、３月の保護者会で紹介する予定です。事前

の準備等、ご協力ありがとうございました。 

スキー教室が終わってからは、学年だよりでもお伝えしている通り、進路学習を始めました。２年生の廊下には、今年の都

立高校の応募倍率や「本校の期待する生徒の姿」が掲示してあります。興味を持って掲示されているものを見ている姿に、自

分の将来について真剣に考えている様子を感じることができました。３年生まであと１か月半。しっかりと準備をして、最後

の年を迎えたいと思います。 
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【役員・各委員会・サークル：活動報告や今後の予定など

＜学級代表委員会＞ 
1年生 特になし 
2年生 特になし 
3年生 12/18(月)卒業記念品 ①検品作業 
 1/26(金)卒業記念品② 納品&検品作業 
 2/10(土)卒対打ち合せ 
＜広報委員会＞ 
12月-第 2号誌発行に向けて取材した写真やアンケート
を元に編集作業。 
1/13(土)定例会(原稿を確認、校正) 
1/中旬〜2 月始め-PTA 役員さんと先生方に原稿のチェ
ック依頼 
＜文化委員会＞ 
特になし 
＜校外委員会＞ 
1/23(火)中野区防犯パトロール団体交流会出席 
≪沼袋地区委員会≫ 
11/15(水)全体会 
12/13(水)全体会 
1/17(水)全体会 
1/20(土)文集作りのお手伝い 
1/28(日)ウィンターフェスタのお手伝い 
2/14(水)全体会 
 ・育成部 
11/12(日)講習会(多摩六都科学館) 
12/17(日)ウィンターフェスタ準備会 
12/23(土)愛児の家 訪問 
1/17(水).20(土).24(水).26(金)文集作り 
1/28…ウィンターフェスタ、閉講式 
 ・広報部 
11/18(土)ワイワイ広場についての記事、原稿提出 
12/13(水)沼袋区民活動センターにて広報誌受け取り 
12/14(木)緑野中学校に広報誌配布 
1/28(日)ミニリーダー、ウィンターフェスタ取材 
≪野方地区委員会≫ 
・育成部 
11/3(金)合同ミニ講習会 
1/28(日)オリエンテーリング 
≪クリーンキャンペーン・交通安全大会≫ 
11/17(金)クリーンキャンペーン 
11/24(金)交通安全大会 
≪マラソン大会≫ 
 11/21(火)第 2回実行委員会参加 
12/9(土)事前役割説明会参加 
12/10(日)マラソン大会当日 参加 
1/12(金)第 3回実行委員会(反省会)参加 
＜推薦委員会＞ 
1/13(土)新役員候補者顔合わせ 
2/2(金)公示レター作成 

＜バレーボール＞ 
 
10/2(月)試合 
1/12(金)中 P連大会の反省会出席 
1/19(金)反省会 
中 P 連の大会ですが、無事２連覇を果たすことが出来ま
した。校長先生をはじめ皆様応援ありがとうございまし
た。 
＜卓球＞ 
11/15(水)、22(水)、29(水)、通常練習。 
12/2(水)、中 P大会 
12/13(水)、1/10(水)、24(水)、2/14(水)通常練習。 
＜役員＞ 
11/11(土)緑野中学校 PTA第４回運営委員会 
11/18(土)第七中学校創立７０周年記念式典・祝賀会 
11/19(日)平成２９年度中 P連ママバレーボール大会 
11/24(金)野方地区保護者のための交通安全大会 
11/25(土)第二中学校創立７０周年式典・第四中学校創
立７０周年記念式典・第八中学校創立７０周年記念式
典・祝賀会 
12/2(土)中 P連卓球大会 
12/5(火)緑野中校区地区懇談会運営委員会 
12/6(水)中 P連会長会・焼きいもお手伝い 
12/9(土)第二中学校創立７０周年記念祝賀会 
12/14(木)緑野中周年行事打合会 
12/15(金)緑野中 PTA役員会 
12/21(木)中野区立中学校副校長会との懇談会 
12/26(火)中野区いじめ研修会 
1/4(木)平成３０年度中野区新年賀詞交換会 
1/6(土)中 P連事業委員会打合会 
1/12(金)中 P連ママバレーボール大会反省会 
1/13(土)新役員候補者顔合わせ 
1/16(火)中 P連アンケート集計作業 
1/17(水)沼袋地区委員会 
1/19(金)3校小中連携研究発表会・中 P連卓球大会反省
会 
1/20(土)平成３０年度沼袋親和会新年会 
1/24(水)野方地区委員会全大会 
2/2(金)役員会 
2/4(日)第９回中学生東京駅伝大会 応援 
2/7(水)中 P連会長会 
2/15(木)緑野中校区地区懇談会 
2/16(金)緑野中周年行事打合会 
2/17(土)緑野中 PTA 第５回運営委員会・緑野中学校新
入生保護者説明会・平成２９年度小 P連中 P連合同研修
会 

  



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈標準服リサイクル〉 

※回収、受渡しに関するお問い合わせは役員まで。 

midorino.jhs.pta@gmail.com 

在庫が少なくなっております。不要のものがありまし

たら、ぜひご提供ください。お知り合いの卒業生の方

へのお声かけもお願いいたします。 

 

今後の運営委員会日程 

 

第 6回 ３月２日(金) 13:30〜 

  会議室 

※１年生・2年生保護者会当日 

e学校ネット配信に登録がお済みでない方、アド

レスが変わった方は登録をお願いいたします。

お手元に登録用紙がなければ、担任の先生から

用紙をもらって、提出してください。 

＜バレーボールサークル＞ 

毎週金曜日に練習しています。 

11月の中 P連大会では優勝しました！！ 

部員は随時募集中ですので、興味のある方は 

是非ご連絡をよろしくお願いします。 

 

 

＜卓球サークル＞ 

第 2・4水曜日 19:00〜21:30(地下体育館)で 

練習しております。 

部員は随時募集しております！！ 

今後の行事予定など 

3/２(金)保護者会（1、2年生） 
第 6回運営委員会 
３/3(土)家庭教育支援講座 
3/12(月)保護者会（3年生） 
3/16(金)卒業式 
3/23(金)修了式 

e学校ネット配信に登録しよう！！ 

mailto:midorino.jhs.pta@gmail.com

