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皆さま、本日は寒い中お集りいただきありがとうございま晩
先日青空の下、稗原自然農園体験教室に過去最大の人数で大型バスで行つてまい りまし
た。竹林に生えている竹を伐採 伝 慣れないノコ切りで無心に竹を切 つている姿と、普
段見せないとび っきりの笑顔と真剣な顔は保護者の皆さんに見せたいほど素8青 らしいも
ので した。 J司 行 していただきました御成門地区委員会石丼会長と石鍋校長先生・ 村石
副校長先生には大変お世話になり、また現地の手伝いや準備をしてくださ つた役員の皆
さまに感謝申し上げます。
先月、日本 PTA全 国協議会の会長団体表彰を受賞 しましたよ 12月 25日 の工学期
終業式の全校朝礼で校長先生より表彰 していただき、本校のロピーに掲示してしヽ
ただける
ことにな りま した。さらに、昨日港区教育委員会よりこの偉業を教育委員会広報誌に掲
載 したいとの連絡がありました。大変にありがとうございま魂
この後、東京都幼小中高 PTA協 議会の研修がありますのでご興味のある方はどうぞご
参加ください。
急に寒くなつてきましたので風邪や交通事故・ ケガなどに注意 し、この年末年始を有
意義に迎えていただきたいと思います。本年一年間、本当にありがとうございました。
鍋校長先生よ

皆さん、おはようございます。本格的な寒さがやつてきました。お変わりなくお過ごし
で しょうかも
さて、先月の実行委員会にて榎戸会長から報告がありました通り、本校 PTAが 日本 P
TA全 国協議会会長賞を受賞されました。まことにおめでとうございます。 PTAの 会長
￨ま じめ役員 実行委員会の皆様の献身的なご努力が全国に認められたわけです。このよう
な素晴らしい PTAに 支えられて学校の教育活動を行えることは、本当に喜ばしいことで
あり、誇らしいことです。
今日は、これに力oえ てもうひとつ喜ばししヽ
報告があります。御成P5中 学校が東京都教育
委員会職員表彰 (団 体賞)を 受けることが正式に決まりました。表彰理由は「 言語能力向上
教育の推進」です。東京都教育委員会￨よ 教育委員会職員表彰規程に基づき、都の教育の
発展、学術、翅 しの振興に貢献し その功績力頸 著で、かつ優れた教育実践活動 。研究活
動を行つている学校・ 勁 レープを表彰 しています。今年度表彰された中学校は全都で 3校
だけです。 PTAに 続き、このような賞をいただける御或Pヨ 中学校は本当に素晴らしいと
思います。
これからも PT∧ の皆様と教職員そ して地域の方長が力を合わせて素晴らしい学校を
つくつていきましょう。そして、全国に誇れる御成門中学生を育てていきましょう。
冬休みが近づいてきました。クリスマス、お正月と楽 しいことが続きますが、3年 生は
受験の本番、 1、 2年生も新年の目標設定や年末年始のお手伝い等、気持ちを3き 締める
ことを忘れてはな りませんも学校でt生 活の仕息 特にどんな トラ功 レがあるかという
情報について指導をしま或 いくつか例列をお伝えしますので、参考にしてください。

。い じめ 。SNSの 使 しヽ
。餌 酉
・ 喫煙 ・ 麺 囲吏用
方 (御 成間中ル ール )
。家出 。外泊 ・ 繁華街 へ の出入り
・ 夜間徘徊 (午 後 11時 以降は補導対象
。恐喝・ 暴行 ・ 」Kビ ジネス ・ 振 り込め詐欺受け子 ・ 交通事故 (含 :自 転車 )
。不審者 等
何よ りも生命・ 安全を最優先 して、冬体みを過 ご してほ しいと思 つていま晩
皆様の見守 りもよろ しくお願いいた します。

保護者の

【
学校より】
●11月 は元パラリンピフで陸上 1500M世 界第 2位 の千葉祗暉さんを迎え、請演会を
おこないました 事故に遭う前の生活lsiり から、事故に遭ってからの生活、陸上を始め
られてからの日々、選手生活とTBSの 藤森アナウンサーに進行をしていただいた講演
会では、お話に引き込まれ 生徒の bに 残る物も多かつたようです。また、7日 に開催
されたコカコーラ社と電通による「 オリンピック・ ムープス」では、 1・ 2年生がクラ
スごとに、みんなで楽しめる新 しいゲームを体験 しました。運動が得意な人もそうでも
ない人も楽 しんだ時間で した。また、この日は、元オリンピック体操選手の鶴見虹子さ
んにお越 しいただき、華麗な演技を披露 してくださいました。3年 生は給食の時間に鶴
見さんが近くに座り、学校全体でオリンピックを感 じた日になりました。
また、図書委員会が行 つたブックフェスティアツレで1よ 占本市やミニ書評合戦など図
書委員の取り組みはすばらしいもので した。
●12月 4日 (月 )に 子どもサミットが行われました。本校からは生徒会の代表が二人
参加 しました。子どもサミットの様子がケ ーカ しテレビで放送されま或 「 港区広報 ト
ピックス」30分番組の中の 1つ のコーナーで紹介されま魂
●三者面談ではご劉用の中、学校にお越 しいただきありがとうございました。いよいよ
冬休みを迎えます。年末の大掃除、新年を迎える準億 お正月を迎えられた日長、と二
週FB5の 体みがあつという間にすぎて しまいそうで現 ぜaご 家庭に戻りましたら、家
族の一員としての役割を与えて過ごさせて ください。
今年一年大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたしま魂
【PTA連 合会・ 地区委員会報告及び予口
●11/23
フアミリーレクリエーション (ス ノヽリゾー トハワイアンズ)
●1212
中 P連 理事会
●12/14
芝地区クリーンキャンペーン (お助け隊協力)
●12/16
都中Pリ ーダ ー研修会 (都 立石神井高校)
各委員会報告】
【
☆広報委員会

☆2学 年 委験
☆ 1学年委員会
☆選挙管理委員会

11月
11月
11月
12月
12月

18日

23日
29日
11日
16日

.

(土 ) 先生万、各部 への日 稿μ頼
(木 ) フ ンミ リー レクリエ ー シ ョン撮影
(水 ) 御成P5便 り打合せ
(月 ) 依頼原稿 の回収

(■ ) 制服 リサイクルチ ェック

12月 16日 (土 )
12月 16B(■ )

茶話会打合せ
茶話会打合せ
選挙管理委員会開催

投票準備作業

騰

より】
☆新年懇親会について
平成 30年 1月 12日 (金 )午後 6時 〜 メルノツレク東京にて
お間い合わせは、メール onanmon誠 2017@gmalcclm
または、副会長 鈴木 (08045986751)ま で
☆各委員会の活動について
お助け隊案
轟
☆選挙管理委員会より
実行委員会終了後に PTAの 皆様を代表いた しまして、執行部、実行委員により、
30年 度執行部役員・監事候補者の投票を行いま魂

【
枷
】
☆自然農園体験教室報告
11月 25日 (上 )生 徒 22名 が参加 レ ￨ま ぐるま稗原農ロ ヘ行つてきました。
竹林の伐採や、ピザ作り、大根・ 里芋堀をし 楽しい時間を過ご t/1し た。
お■産に沢山の無農薬野菜をいただきました。
☆ふれあいテニス 3学 期の案内

1月 :13日 (■ )。 27日 (土 )
2月 13日 (■ )・ 10日 (土 )
3月 :3日 CD・ 24日 (土 )

☆次回の実行委員会は、1月 20日 (土 )11:00〜 ランチルームにて開催予定で魂
どなたでも参力oい ただけますので、お気軽にお越 しください。

