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ランチルームにて

皆さま、おはようございま晩 本日はこ多忙の中、夏休み明けの 9月 から 2ヶ 月ふりとなりま
す実行委員会にお集まりいただきありがとうございま晩
この間t多 くの行事がありま したよ 皆さまのご協力のおかけですべて滞 りなく終えることが
できまり L大 変にありがとうこざい まり L
後ほどお話が出ると思いますが私のほうからは若干長くなりますが、ます 9/13愛 宕母の会夏の
つどいでは、武井区長はじめ育本教育長 警察署長や消防署長そ の他 多くの地域の方々と交流を深
めました。9/16」 ヽ
中 PTA合 同スポ ーツ交流では 保護者と教職員が真剣にポール を追い一緒に
汗をかき楽 しく交流できまり L《 ソλ 8みなと区民まつりには中 P連 ブースにて 10校 の港区
立中学校 PTA会長・ 唇」
会長が総出で、自校のアピー川 こ汗を流しま υ L 10/141ヽ 中 PTA含
同研 修会 ￨よ 関口成人教育委員長の c ● 力により、南スーダン国際平和協力隊長も務められた野村

1佐様を講師に遡え「現在の日本の国際協力について」と題する講演会を開催 臥 本校生徒はじめ
他校・地域から聴請される方 もいるなど大変すばらしい講演会となりまり L l1/3含 唱コンクー
プ
リこは PTAコ ーラスに教職員や地域の方も禽め多くの参加をいたださ生徒からも大好評で した。

11/14都 中 Pと 東京都校長会事務局 との懇談会では都庁舎において主に教職員の働き方改革につ
いて議論が行われま り L今 鋼ま創立 70周 年記念行事が青山中と赤坂中で行われ それぞれ特色
ある素晴ら t/0ヽ 記念行事 に出席 してきま 吻L
日本 PTA会長団体賞がわが港区立御成P5中 学校 PTAに 決定凱
さて こは
昨日 11/17
ホテルニ ューオータニで行われた文音附 学省・公益社団法人日本 PTA全 国協議会年次表彰式に本
校 PTAの代表として鎮目畠除 長と出席 してまいりま した。当会は社会教育関係団体として 70年
の長い歴史をもな 現在全 国 80Э 万人の子供たちと保護者を含めると 1000万 人を超える日本
最大の公益社回法人でありま晩 今回の受賞￨ま 当校 PTAに 関わるすべての殉々の栄麓であり、日々
P「A活 動にご尽力いただいている皆さまの貢献を称えたものでありま現

日頃より石鍋校長先生

が「日本一の中学校を目指す」と生徒たちへ示 していることを そのさきがけとして私たち親が示
せたのではないかと懸闘 9る 次第で晩 本当にありがとうございま した。そ して、大変におめでと
うございました。
この後

自¨

会が有りますがお剛間のある方￨よ 是非ご参加ください。

皆さな おはようございます12ケ 月ぶりの実行委員会で魂 この間、様 々な教育活歎 PTA
活動がありました PTAの 皆様に1よ いろいるとt lB力 をいただきました。ありがとうこさいま
した
さで 今日￨よ 11月 3日 に関かれた合唱コンクール、学習発表会について報告させていただ
きま晩 含0昌 コンクールは どの学年もとても一製懸命に歌っており、それだけでも素晴らしかっ
たのです力ヽ学年が上がるにつれて完成度が明らかに高まつていきました。まさに、生徒たちの合
0昌 コンクー′
研こかける悪いとつまでの教育の積み重ねの成果であると思い、とてもうれ しくなりま
した。また、ある地域の方からは 「私の子脚 ま 10年 以上も前に御成P3中 を卒業 してしま つたの
で、今ここに参加はしていませスノ
瓜 それでもものすごく感激してしまいました。今の保護者の皆

さんはどんなに感動 していることで しょう。」と話されま υヒ。また、DTA榎 戸会長からは、「午
後の学習発表はどれも素0青 らしく、非常にレベルが高い。高校生のレベルと言っても良いですれ 」
との言葉をいただきま した。朝ネLで 、このことを話 しましたが、生徒はとても喜 んでおり、次への
自信につながつたようです。教職員にとりましても、とても充実 した一 日になりました。DTAの
皆様が多くの場面で支えてくださったおかげで、私たちは生徒への指導に集中できま した。本当に
ありがとうございました。
現在、生徒たちは、毎朝 ボランティアで落ち葉掃きを行つています。何とつ年は、小学校側にも
出向いて活動 しています。また、2年 生の学級委員は、私のところにやってきて、校庭、ビロテ ィ、
台めてもらう予定です.生
トイレ掃除をしたいと申 し出てくれま した。期末考査が終わつてから、女
徒のまさに主体性力学 校の至る所に現れています。維]成 P月 中生α 申さへ はまだまだあります。これ
からも大いに期待 したいと思います。
碍 牧 よ り】
●含唱 コンク ールの取組はどのクラスもとても立派で した。また、昨日 /1リ ンビックパラリンピ
ック教育「障害者理解」として元パ ラリンピフ ンの千葉さんにお越 しいただき、車いす陸上競
技でのお話や車いすでの生活の中でのご苦労をお話 しいただきま 1/● 。来週から期末者査です。
提出物を含め、各学年 しつかり取り組んでいます。
●学校中υ盛り上がった含0昌 コンクーリ
レも終え、学校は落ち着いて生活 しています。風邪の季節
至」
来で■ 健康管理に注意をしてください。また、何か a Jl配 なことがあるときにはいつでも
学校にお問い合わせください。

【PTA連 合会・ 地区委員会報告及び予定】
09/14
芝地区クリーンキヤンベーン (お 助け隊協力)
09/26
中 P連 第 2回 理事会 (赤坂中学校)
●10/7・ 8 中 P連 みなと区民まつリブース出展
●10/12
芝地区クリーンキャンペーン (お助け隊協力)
●10/24
港区教育委員会事務局懇親会
● 10/31
● 11/16
● 12/14

第 8回 都中 P70周 年記念行事実行委員会
芝地区ク リー ンキ ャンペー ン (お助団隊協力)
芝地区クリー ンキ ャンペー ン (お助け隊協力)※ 予備日

【
各委員会報告】
☆成人教育委員会

☆校外生活委員会
☆広報委員会

☆ 3学 年委員会
☆ 2学年委員会

:12/19

9月 16日 (■ )」 ヽ
中スポーツ交流参加
10月 14日 (主 )」 ヽ
中含同研修会講演会開催
10月 17日 00総 食試食会開催
10月 18日 ⑫Ю 環境測 じパ トロール参力0
9月 16日 (上 )」 ヽ
中スポーツ交流撮影
10月 4日 (水 )港 区連合体育大会撮影
10月 14日 OD小 中合同研修会撮影
10月 17日 (火 )綸食試食会撮影
11月 3日 (金 )合 0昌 コンクール撮影
11月 16日 (03月 号発行に向け原稿依頼
10月 10日 (火)茶 話会準備
10月 14日 GD茶 話会開催
10月 4曰 ⑫Ю 港区連合体育大会応援
11月 18日 (■ )帯 」
服リサイクルチ ェック

9月 16日

☆ 1学 年委員会

☆選挙管理委員会

10月 10日
10月 14日
10月 10日
11月 3日

(上 )」 ヽ
中スポ ー ツ交流会参力0
(央 )修 学旅行業者選定
中合同師 多会参力B
(土 )」 ヽ
(火 )1侯補選出用紙作成
(金 )選 出用紙回収、開黒

公示

投票用紙作成

よりお知ら
「 30年度 執行部役員・ 監事選出 立候補・ 推薦」結果
役員・ 監事にJ候 補・ 推薦された方長のお名前を、本校エン トランスに掲示 してあ
ります。J侯補・ 推薦された方尺あてに、掲示周知のお手紙を配布いた t/1し た。

IISよ り】
●11月 25日

(上

)

(担 当委員会分担

自然農園体験教皇 ※説明会 11/18(■
執行部 :広 報 (撮影))

l

【
その
●9/16(土 )
小中スポーツ交流
●10/4(水 )
港区連合体育大会
。
●10/7・ 8(上 日)み なと区民讀つり こども広場 中 P連 ブース参加
●10/14(■ )
小中自司酬参会
●10/17(火 )
綸雛
会
ー
●11/3(金 )
ラス参加
PTAコ
● 11/17(金 )
公益社団法人日本 PTA全 国協議会表彰式
日本 PTA会長賞受賞
●12/9。 23(土 ) ふれあいテニス

ー

平成 30年 1月 12日 (金 )午後 6時 よリ メルパルク東京にて 【
次回錮

☆次回の実行委員会は、 12月 16日 (土 )110Э¨ ラン刀 レームにて開催予定で晩
どなたでも参力
0い ただけますので、お気軽にお越しください。

