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本日は かにしいところお集まりいただきありがとうございま魂
毎年行われている 教育委員会と各幽区総合支所が連携 して 保護者や地域の声を直接間く機会を設
け、教育行政の一層の充実と地域り

を図る 平成 28年 度 し016年 度)地 区教育会

議の参加者募集がありま晩 ご希望の方￨よ 12/15ま でし優戸までお申し出ください。
11/5に 御成P]地 区委員会キ催の小中 PTA合 同研修会
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ている大崎さんの瓢 青らしい講濃ぬ欄 けました。国連の仕事を通して世界中の現場に赴いた経験を通レ
あらゆる差異を受けス71…
するにあたり、多くの国連職員もそうであったように公寺学校で過
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すばらしい天民に恵まれ はぐるま自然農園
崖されました。
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後ほど生徒たちのアンフ トもお伝えしますよ 自分達で竹林の竹をのこぎり
で実屎するところから竹
―
細工まで経験したり、無り
、石窯でピリ焼きしたりなどとても楽しかったとの感想を多く
いただきま吻L来 年は早くも 3年 目となり、はぐるま農園の酬員はじめ施設の仲間たちも大変親切
に農作業を教えていただき本当に感謝しておりま魂
最後に、昨日の会長会で話題に上1■ マスコミ等でもいじめ問題がとりさたされてます力ヽ 私たち保
護者も学校に頼りつぱましでまなく、日ごろの子供の様子の期 しに今一度気を付けていきたいと思いま
魂 引■から自分がいじめを受けているということを親に言つてこな%に
多く、深刻創 犬態
になつてからようやく発覚し手遅れになることが多くなっていま魂 今は SNISな どで見えないところ
でいじめが進行していることもP03題 をさらに深刻化してい識

いま 学校や行政もさまざまな施策を

任ということを忘れま たが子を見守っていきたいと用いま魂
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打ち出して努力いただいていますよ 限界は当然ありますので、子供を守るのはあくまで私たち親の責

※赤羽小周年行事のため欠席

【
学校より】
平成 28年 も残すところ3週 間余りとなりました 保護者の皆様に￨よ 数々の PTA活 動を
含め、今年もたくさんのご支援とこ協力をいただきまレL心 よりお礼申し上げま魂
来る平成 29気 皆様そして御 或門中学校にとって より良い年になりますことを祈念いた
しま■ 少し早いですが…よい年をお迎えください。
〜お願い〜
保護者の皆様もご存じの通り、本校は、今年度「言語能力向上拠点校」
「オリンピック・ パラ
リンピック教育重点掏 として教育活動を展開 しておりま魂 来る平成 29年 1月 27日 (金 )、
この 2つ を中心に『研究発表会』をおこないま晩 受付憲 保護者の皆様にお願いすることも
あろうかと存 レま晩 あらためてご連絡いた L/1す よ ご協力をお願いいたしま曳

PTA連 合会・ 地区委員会報告及び予定】
【
●11/8
中 P連 と教育委員会事務局との懇談会
●11/11
各 PT∧ 連合会役員と教育委員会との懇談会
●11/12
お台場学園港陽小中学校・ にじのはt/m稚 園 20周 年記念式典
●11/17
芝地区クリーンキャンペーン (お助け隊)
●11/26
フアミリーレク リエーシヨン (ハ ワイアンカ
●12/2
中 P連 会長会
●12/3
赤羽小学校 90周 年記念式典
●12/6
都中 Pリ ーダ ー研修会
●12/15
芝地区ク リー ンキ ャンベー ン (お 助け隊)
●12/16
校長会との懇親会
´ｔ
´く
´く

騰

12月 3日
11月 5日
12月 3日

土 土 上

各委員会報告】
【
☆校外生活委員会
☆2学年委員会
☆選挙管理委員会

部会 (新 年懇親会参加者について)
制服リサイクルのチェック
選挙管理委員会開催 鰤
作業)

より】
飾
離
平成 29年 1月 13日 (金 )午 後 6時 〜 メルバル ク東京にて
※申込み方法については、酉己
会費 :3600円
布済の ご案 内をご確認ください。
お問い合わせは、メ ール onannnOnr荘20160gmalcom
または、冨J会 長 鎮目 (090‑1770‑1389)ま
で
☆各委員会の活動について
来年度 に向けて、一部見直 しを行いたいと思います。お助け隊の とりまとめを各学
年委員にお願いできればと忍います。 とりまとめは、 4月 〜 5月 にかけて行います。
☆実行委員会の開催回数について
運営上のFO距 がなけれ￨よ 現在、年間

10回 開催のものを8回 としたい。(4月 2

月及び各奇数月に開催)
その他】
【
☆次年度本部役員選出
実行委員会後に、 PTAの 皆様を代表いたしまして、副校長先生、執行部、実行委
員により、29年 度執行部役員・監事候補者の投票・開票が行われました。年明けに、
選挙管理委員会からご報告させていただきます。ご協力ありがとうございました。
☆来年度お助け隊案
お助け隊の活動項目として、歓送迎会や新年懇親会のお手l̲い を追加 したい。内容
は、当日の会場案内等とし 会へ出席は任意とする。
☆はぐるま自然展園体験教室アンケー ト結果
参加 した生徒のアンケー トより、
」「気候
「 とても楽 しかつた し良い経験ができた。
がちょうどよい」
「 テス ト前の息抜きとなる」
「 ピザやさつま芋が美味しかつたJ「 みん
「また参加 したいJ等 、とても好評で した。
な優しか つた」
☆次回の実行委員会は、 1月

21日

(上 )11:OЭ 〜

ランチルームにて

