平成 29年 7月

7月 実行委員会 だ よ り
平成 29年 7月 1日 (■ )午 前 10時

30分 〜
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ランチル ームにて

本日はお忙 しいところお集まりいただきありがとうございま幌
今日は夏季学園の説明会があり、 2学年の皆様は中座されますのでご承知おきください。 2か 月ぶりの実行
委員会なのでその間の行事等が多くありま OF̲八 無事に終えることができました こ協力いただきありが
とうごさいました。
さて私事ですヽ、先86/27に 果示都庁において、東京都公立中学校 PTA協 議会 (都 中 P)の 第69回
定期総会があり、同会の理事に就任することになりました。東京都には公立中学校 PTAの 会員が約

10万

人おり、区・ 市 PTA連 合会 (地 区 P連)の 下、各中学校 PTA(単 P)が ありま魂
都中 Pは 都内の学校・家庭・ 地域での教育環境の問題や課題を集約・ 共有し、単 Pや 地区 P連 で対処できな
い事象、もしくは全都的に対応すべき問題や課題を東京都教育委員会等との懇談や交渉を重ねてきておりま
す。他に、講演会や保険事業もおこなつておりま魂 その都中 Pも 来年は
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70周 年を迎え、また今月の

7/29(■ )44時 〜 16時 に本校視贈覚室において、都中 Pの 講演会に本校の石鍋校長先生が講師をさ
れることになりました。皆さまお誘いあわせの上ぜひご参力oく ださい。

おはようございます。梅雨のこの時期は体調管理が難 しいですよ 実行委員会の皆様はいかがですかも
ますは、梅雨空を吹き飛ばすような話題からお話ししま■ 6月

400の運動会についてです。運動会で

は、 PTA執 行部、実行委員、お助け隊の皆様に至る所でお手伝いをいただき、本当にありがとうございま
した。今年は、運動会当日に東京都が主催するウォークラリーが隣の芝州園で開催されることになりました。
特に、長距離走の時間帯に多くの都民が芝公園にやってくるとの情報で したので、当日突然で申し訳なかつ
たのです力ヽ 安全確保のお手伝いコ理びかけさせていたださまυ t。 急なお願いにもかかわらず多くの PT

Aの 方々にお引 云いをいただき、無事に長距sttを 終えることができました。 PTAの 皆様のご協力に心か
ら感謝申し上 プま視
おかげさまで、運動会はとても素晴らしいものとなりました。来賓の皆様からも、お褒めの言葉をたくさ
んいただきま t/Fn。 閉会式での生徒の達成感ある表情も素晴らしいものがありました。開会式後のテント片
付けにも多くの PTAの 皆様のご協力があり、短時間で片付けを終えることができました。重ねておネL申 し
上げます。
また、 1週 間後の 17日 には、 PTA主 催の「身近な街のコンサー ト」において、生徒たちがとても素敵
な経験をすることができまυヒ。本校の生徒はなんて幸●rdのだろうと心から感じま した。学校とPTAが
ここまで一体感をもって教育活動ができる学校は、都内でもそうはなOWま ずです。今後 お互いがますます
強力なパー トナーとなつて教育 舌動を進めてしヽすることを楽 しみにしております。
最後に、
「区の学力調

についてで魂 7月 の学校だよりに、教科ごとに各学年集国の平均正答率 (い わ

ゆる平均点)と 達成率を一覧にして載せま吻L詳 しくは学校だよりをお読みいただきたいのです力ヽ 私は
「達成率Jに U」 F日 してはしいと思っていま視 これは、今の時点で取れるはゝい 得点に達している生徒
がどのくらいいるかを表 していま魂

lえ ばヨ或率が

l●

65%で あれ￨よ

残りの 35%の 生徒は,つ けておか

ねばならない学力に達していないということになるので硯 本校の成績は、集回で見ると多くの教科がおお
むね良好です力ヽ 通或率で見ていくと解決 tジなければならない課題が見えてきま魂 今後、教員は授業改善
計画を作成臥 課題解決を図っていきます。ぜaご 家庭におきましては お子様の得点だけでなく、努力
し解決しなければならないポイン トに注目していただき、この目 木みに少しても成長できるようにご支援く
ださい。よろしくお願いいたしま魂

【
学校より】
期末考査も終わり、テス トが戻ってきていることだと悪います。結果に一喜一憂することなく、
反省点をしっかり見つめて、夏体みに向けた学習に取り組んではしいと用います。
また、夏休みはご家庭で過ごす時間で魂 家庭の一員としての役割をもたせて過ごさせてくださ
い。
【
保護者の方にお願い】
お子様の成長にあわせて標準服の文を直してください。冬服、夏服ともこ確認いただき、着用す
るときにお子様にあったサイズのものになるようにしてください。

【PTA連 含会・ 地区委員会報告及び予定】
●5/11
御成門地区委員会理事会
●y18・
●5/18

677芝 地区クリーンキ ャンペーン参加

(お 助け隊協力)

眺 ′
盤

御成門地区委員会定期総会
中 P連 定期総負 第一回理事会 歓送迎会

●ワ 31

社会を明るくする運動惟進委員会 (露吉警察霧)

●501

御成門小中 PTA役 員顔合わせ
*【 合同行事日程決定】スポ ーツ交流会 9/16(■ )、 含同研修会 40,14(土 )
身近な街のコンサ ー ト (社 会を明るくする運動 愛宕地区推進員会

●6/17

港区青少年対策 椰成P3地 区委員会後援 )
●6/27

東京都公立中学校 PTA協 議会 第 69固 定期総会

●6/27

中 P連

●713

社会を明るくするalj 新橋 SL広 場にて広報活動 (お 助 け隊協力)

●715

学校評議委員会、芝地区環境美化推進委員会
芝地区クリーンキャンベーン (お助け隊協力)

●7/13
●7115
●7/29

会長会

中 PttAM」 クラシックコンサ ー ト 高輪区民ホール
都中 P主 催 中学校 PTAリ ーダ ー研 修会 議 寅会講師 :石 鍋校長先生
(開 催3さ 間

114時〜 16時

場所 :御 成P3中 学校 5F視 聴覚教室)

言
絲 Ⅲは別途ご連絡します。
●8/19〜 21み なとキャンフ村
【
各委員会報告 】
☆成人教育委員会

山梨県平山キャンプ場

6月 3日

6月 10日
☆校外生活委員会
5月 18日
6月 3日
6月 10日
6月 21日
☆広報委員会
6月 10日
6月 17日
★各学年委員会共通

6月 3日
6月 10日
6月 17日

☆3学 年委員会
☆2学 年委員会
☆ 1学 年委員会

6月 8日
5月 26日
6月 3日
6月 5日
6月 30日

(■ )運 動会事前打含せ
(上 )運 動会

PTA競 技打合せ、実施

(本 )御 成 P3地 区委員定期総会出席
(■ )運 動会打合せ
(上 )運 動会お手伝い
(水 )御 成 P3地 区委員会

環境測 ヒパ トロール

(土 )運 動鵠
(土 )身 近なft3の コンサ ー ト撮影
(■ )運 動会事前打合せ
(土 )運 動会お手伝い
(土 )身 近な街の コンサ ー ト受付

(木 )懇親会のお知らせ配布
(金 )常 J服 リサイクル確認、整理
(土 )懇 親会のお知らせ印昂」
、配布
(月 )懇 親会のお知らせ配布

卒業積立金に関するお知らせ酉∃
市
(金 )懇 親会開催

【
その他の活動・ 議事より】
● PTA歓 送迎会 5月 12日 (金 )
大勢の方に参加いただき地1或 の方、先生殉、保護者の力と親睦を深め
楽 しい会となりました。
●運動会 6月 10日 (上 )
大勢の力にご協力いただき無事に終了しました。
長距離走コースの整理・ 誘象 閉会式後のテントの片付けのご協力
ありがとうございました。
●身近な街のコンサー ト 6月 17日 (上 )
今年度も生徒の鑑賞教室と自司での開催となりました。
鵬 者アンケー トより】
とてもすてきで し,a指 揮者体験は楽 しく観させていただきました。
司会の曲の説明がわかりやすくよかったです。次回も楽しみにしています。
想像以上にクオリティーが高くすてきでした。御成門中の吹奏楽部の皆さんも上手で した。
客席よ 生徒が前方、保護者や来場者が後方の方がよろしいかと。
指揮着本験の後のフル演奏で、自常で指揮をしている生徒さんが多く、曲を楽しんでいる様
子でした。
【
先生万より】
今回は選曲や時間の配分がちょうど良く、生徒も飽きることなく最後まで鑑賞できてよかっ
たです。
●小中スポーツ交流 9116(■ )午 後 14時 〜 16時 予定 御成P3小 学校体育館
小・ 中先生万と保護者の方でソフ トパレーボールを楽しむ9会 で軌
【
その他】
●6月
●6月

SNSの 危険性J
22日 (木 )【 研修会】東京都社会教育指導者研修「保護者のための SNSの 基礎知
6日

(央)【 研修会】港区安全対策慌 義会「子供たちをとりまく

識と親子話合いのヒン ト」
●6月 26日 (月 )【 講習会】港区教育委員会指導室 【
不登校の理解と支援に関する講演会】
●7月 6日 (木 )【 講習会】港区教育委員会「4寺 日」
支援教育講習会J
●7月 22日 (■ )愛 宕地区少年野球大会
●7月 25日 (火 )こ とも平和まつり
●8月 26日 (土 )愛 宕地区水泳大会
●8月 27日 (B)空 き缶拾いと含同ラジオ体操
●11月 25日 (上 )自 然農園体験教室
Ⅲま後日配布のお手紙をご確認ください。
詳糸
●ふれあい活動について
2学 期以降の予定は、後曰酉己市のお手紙をご確認ください。
参加者は、各自で水分補綸などの熱中症対策をしっか りとしてください。

☆次 回の実行委員会は、9月

2日

(上 )11002‐

ランチル ームにて 開催予定です。

どなたでも参加いただけますので、お 気軽 にお越 しください。

