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1月 実行委員会 だ よ り

港区立御成門中学校

PTA会長
平成 29年 1月

21日

(■ )午 前

11時 〜

榎戸太志

ラ ンチル ームにて

新気 あけま しておめでとうございます。本日はお にしいところお集まりいただき誠にありがとうこ
さいます。いよいよ 3学 期を残すのみとなり、最後まで無事故で運営 してまいりたいと思います。本年
も皆さまのご協力を何卒よろしくお願い申 し上げます.
先週開催されま した新年懇親会では、会場がいっはいになるほどのご参加をいただき誠にありがとう
ございま した。全員で最後の御成PB中 学校校歌を却 昌する時は、会場の皆さん力つ とつにな り、私も毎
回感動 しながら歌 っていま魂 この PTA]書 の新年懇親会は港区
学校では数少ないものにな つて
'中
いますので、この伝統を末永 く続けていければと思います.
tt P)と いう組織 をご存知で しょう
話は変わ りますよ みなさん東京都公立中学校 PTA協 議会 にβ
か ?都 中 Pは 、東京都公立中学校 PTA約 10万 人会員のもと、各中学校 PTA(単 P)や 各区・ 各市
PTA連合会 (地 区 P連 )に おける学校、家庭およびU或 での教育環境の問題や課題を集約 レ 情報提
〕こ対応すべき問題や課題を把握 し東京
供を行 つています。また、単 Pな どで対処できない事象 全部白
都教育委員会等との窓□にな つている組織です。昨年も各種セミナーや東京都教育委員会等 へ要望書を
提出するなど咳 教育環境のさらなる向上をはか っているとの報告がありま した。現伝 港区中 P連 で
はこの組織 とのかかわり方を数年前から検討 しており、来句 蔓瑯 年の動向を模索 しているところです。
さて、今年度で 3年 目となるふれあい活動のテニスは、テニスの錦織圭選手の世界的な活躍もあり、
当初より小学校児童の参加者ヽ 曽え、都会で親子が一緒に体を動かせると喜ばれています。また、私自
身まつたくできませんで したよ つては楽 しくラリーできるようにな りま した。難 しそ うと敬遠 しがち
なテニスですが、や ってみると意外と簡単に楽 しめ ますので、ス トレス解)肖 0自 蒙づくりと して是非お
気軽 にご参加ください。初めての方には、すぐにテニス乞楽 しめる方法を私がお教え しますのでどうぞ
̲ 2し ください。

おはようごさいます。新年が明けて 3週 間、 3学 期触 台まつて 2週 間力鼈 過 しま した。引 交内の様子
ですよ 昨年と同様、生徒たちは落ち着いて学校生 舌を送っています。これもひとえに保護者の方々が
日頃から温かく子供たちを言 ccく ださ っているからこそと思います。本年も昨年同様、御成門中への
ご支援・ c ln力 をお願いいた します。
さて、昨年の 12月 から、 3年 生の受験に向けて「面接練習Jを 行 つています。今年度の練習には地
域の方の協力をいただいております。従来は、校長と 1対 1の 面接練習で したよ 今回は基本的に校長
が面接官にな つて、より本番 に近い形で練習をしていま魂 延べ 10人 の地域の方が
と地域の人の
=人
面接宮にな ってくださいま υこが、どの方も「御成P5中 生は本当にま じめて、中学生 らしくて利 青ら し
い.自 信をも つて本番に臨んでくれれは必ず良い結果が出るはす。」とお褒めと励ま しの言葉をくださ つ
ていま硯 校長 としても本当にうれ しく雷います 3年 生には、この時期を金力で乗 り切 つてほ しい と
願 つていま硯
3学期の始業式で、私は今年の目標を全生徒にl‐ えました。目標は「全国に誇れる御成門中をつくる
第 2章 〜生徒が変える○00〜 Jで 魂 ○○○の中に￨よ 生徒たちが言葉を入れるように頼みま ￨クt.
すると、早速生徒会が中心にな って、各種委員会か ЭOOの 中に入れる言葉を考えて くれま した。紹介
しま■ 生徒会本部は「 lu域 交流J、 3年 学級委員会と生活委員会は「御成門 (中 )」 、 2年 学級委員会は
「あたりまえ」
、1年 学級委員会は「鱗 交行事」
、図書委員会は「委員会制度J、 環境委員会は「生活態度J、
総食委員会は 1喰 生活」
、保健委員会は「生徒の 自蒙」です。すぐに行動に移 してくれた御成P3中 の生徒
1/.の
は何 と素晴ら
で しょう。これから、それぞれの委員会が具体的な動きを始めて くれるはずです。
楽 しみです。ぜひ保護者の皆様も期待 していてください。そ して応援 してあげて ください。
最後￨こ
27日 (金 )の 午後、東京tl.教 育委員会の言語力向上拠点校、オリンビック・ パラリンヒ
̀月
ック教育重点校の研究発表を行います。
PTAの 皆様には、受付のお手伝いも していただきます。お忙
しい中、平日にもかかわ ら■ ご協力をいただき本当にありが とうございます。当日は、保護者の参観
も大歓迎ですので、ぜひお運びいただき生徒たちを励ま していただけたら幸いです。

【
学校より】
●登校 日数 50日 余 (す でに 50日 を切りま した。)の 短い 3学 期が始まりま した。進学・
進級を控え、 1年 間のまとめ となるとても大切な 0寺 期、学校の教育活動は毎 日の学習活

J腕 になることはもちろんですよ

行事も多 く、家庭・ 地 i或 と連携 しながら進めてま
いります。ご協力・ ご支援をお願いいた します。
また、次年度の教育計画を立てる時期 となりま した。三者面談や学校評価、学校評議
員会でお寄せいただいた貴重なご意見を十簿に検討 し、組み立てていきます。

【PTA連 合会・ 地区委員会報告及び予定】
●1216
都中P リーダーも
]多
● 12/45
● 1/6
● 1/10
● 1/13
● 1130
● 1130
●2/3
●2/8
●2/16

芝地区クリー ンキャンペー ン (お助け隊 )
中 P連 会長会
御成門小学校 賀詞交歓会
港区長 新年あいさ つ交歓会
港区青少年対策御成門地区委員会 新年総会・ 懇親会
中 P連 新年賀詞交歓会
中 P連 第 3回 理事会
第 2回 芝地区生活安全・環境寿 ヒ活動推進協議会
芝地 区ク リーンキ ャンペー ン (お助け隊 )

各委員会報告】
【
★各委員会共通

1月 13日

(金

) PTA新

☆校外生活委員会

1月 21日

(上

)

年懇親会出席・ 各分担

部会開催

☆広報委員会

1月 24日 (上 ) 中学校展示会取材
随8寺
3月 お便 りの素材集め、卒業にあた っての祝辞収集等

☆ 2学 年委員会

12月

制服の リサイクルチ ェック
1月 10日 (火 )〜 次年度委員選出アンケ ー ト作成中

1学 年委員と打ち合わせ
☆ 1学 年委員会

1月 21日

☆選挙管理委員会

12月 3日

【
議事より】
☆ PTA新年懇親会
平成 29年 1月 13日

(金 )

(土

)

部会 (茶 話会、次期役員アンケ ー ト相談 )

(上 )選 挙管理委員会 (平 成 29年 度役員投開票 )

午後 6時 〜

メルバルク東京にて

お1亡 しい中、来賓の方々 を含め多くの方が出席され、和やかな雰囲気の会とな りま
した。各委員会の皆様、 ご協力ありが とうございま した。
☆ 1月

27日

(金 )研 究 発 表 会受 付 の お手伝 い (終 了 )

☆PTA臨 時総会の議題 について (規 約の改定 )
規約改定 (案 ):次 の内容を修正
第四章 役員
§12(役 員)(5)日 J会 長 1保 護者 2名 → 保護者 2〜 3名 (増 員)
第八章 会議
S32(総 会)(3)総 会の定足数 :会 員の 5分 の 1 → 会員 (生 徒数)の 5の の
1 (定 義の追加)
S33(実 行委員会)(5)開 催回数を原則年 10回 → 原員J年 9回 (回 数減)
※上記案を 2月 臨時総会にて協議する予定です。詳細は、別途配布の臨時総会のご
案内をご覧ください。

その他】
【
☆選挙管理委員会より

12月 の実行委員会終了後に行われました投票 。開票の結果を受けて、候補者
への交渉を行つてまいりました。 2月 の臨時総会での承認をお願いいたします。
☆ 1月 か らのふ れ あ い活 動 につ いて

12QO付 でお手紙を配布 しました。
3学期の開催日程￨よ
1/14。 28(終 了)、 2/11、 3/4・ 25
いずれも■BI日 、時間は、1000‑13100
途中からの参加や途中までの参加も可能で魂
初 b者歓迎です
寒い時期にはなります力ヽ 是非ご参加ください

哺
̀

￨

!

☆各委員会の活動 について

K28年 度 よ り)

学年委員会 :お 助け隊のとりまとめ
☆次年度

!

(各 担当の集計作業)を お願いしたい。

実行委 員会の開催 回数 につ いて

開催回数の削減
年間 10回 → 年FE5

9回 (へ

5、

ス

9、

11、 12、

1、

23月

)

☆来年度

お助 け隊 について (案 )
これまでの活動内容に加え、運動会の PTA競 技 (企画/実 D、 歓送迎会 。新年交
歓会の会場案内、合唱コンクールの 範劃王者 (鍵 開け)、 ふれあいテニスヘの参加など
の追加案を検討中です。来年度もご協力をお願いいたしま或

☆次回の実行委員会は

2月 18日 (土 )10:30〜 ランチル ームにて

☆臨時総会は 同日 11:30‑ ランチル ームにて

