平成 30年 2月

1月 実行委員会 だよ り

港区立御成門中学校
P「A会 長

平成 30年 1月 20日 (土 )午 前

6日 発行

榎諭

11時 〜 ランチルームにて

本日￨よ 大変寒い中お集まりいただきありがとうございます。
託事業の東京都幼」呻 高
前回の実行委員会終了後 都立石神丼高校で開催された東京峙
レビで長年タレント
PTA含 同研修会に行つてまいりました。第 1部 では 24時 間テ
のマラツン指増
でおなじみの娠本マラツンプロデューサーの議瞼 が行うR数 々のc g身 の本験談を通しくじけないこ
との大切さをお話されましLそ の中でt24時 FoOマ ラツン初代ランす―でお笑し法 人の間寃平さん
アースマラツン」はあらゆることが想定外の連続で過酷を極めながらtあ
と共に実現した 中
きらめずにサポートtJ続けたエピソー ドが印象的でした 最後に、子育ての場合も家庭や学校で様夜な
状況があるかもしれない力壇分の子供ヨ言じ続け「くじすなしヽlを 育てる」ことが大切ではないかとの
メッセージを私たちに送つていただき講演を終えまOF̲
年明けで 1/9御 成P3」 専校 PTA範 ]交 歓会に続き、4/12に 東京プリンス小列 して行われた港区
地域行政等々のたくさんの皆様
新年あいさつ交歓会に出席臥 区内の町会・ 自治会をはじめ各種欧
り クレストランで開催しました本校 P
と新年のご挨拶をさせていただきまりL同 日18時 からメ′
'レ
日頃より大変お世話になって
TA新年懇親会に￨よ 過去最高の参加者が来場され大盛況となりまりし
いる地域の方々から、保護者・教職員・地口の皆さんが￢本となつて本当に楽しい会ですねと、大変う
れしいお言葉をいただきま助L毎 年特別な配慮をいただいている会場のフォンテン・ ド・之ほをはじ
ほ 準備に汗を流していただいた役員の皆さまに感謝申し上げま魂
この1月 からは3年 劉ま高校入試が始まりますか 健康管理に気をつけ十分力が発揮できるようにし
と思いま魂
たいと思いま視 まな 1・ 2年 生は年度の締めくくりをしっかり頑張つてほししヽ
てきまし
わすかとなつ
たよ
皆さまのご協力ご支援のほどなにとぞよろしくお願いいた
今年度も残り
l■

t/1魂
おはようこさいま魂 先週の PTA新 年会にご参加くださった皆撫 楽しい時間を過ごすこと0で き
ました。遅くまでありがとうこさいま助L
さて 新年が明けて 3週 議 3学 期が始まつて 2測 間が経過 1/tし己 生徒たちは今まで同様に落ち
着いた学校生活を送つていま魂 また、前回の実行委員会でもお伝え t/1し たよ 御成P]中 PTAと 御
成門中学校職員が大きな賞をいただきま utそ して新年には、
新鮮会や学校だよりでお伝えした通り、
ことが決定
t/fυLま さに、生億 教職員、
御成P3中 学校生徒会が東京都教育委員会から表彰される
1^校 長と してとても誇らしい限りで魂 保護者や地域の皆様に感
保護者の日々の活歎 努力が認めら才
謝申し上げま硯
新年になつて 些細なことかもしれませい 、 とてもうれしし潮 告を教員からもらいまり底 事情が
あって学校の制服を一時貸し出した際のことで魂 制服が返却された際 保護者から一通の手紙が添え
られていましL制 服を貸してくれたことと日頃の教員へのかかわりへの感謝の気持ちが綴られていま
した。最近で1よ LINEな どSNSで の連絡が主流となつており、以前のように一筆添えるようなち
ょっとした配慮が減っていま硯 私の考えが古いのかも t/hま せん爪 このような配慮が人と人との距
離を縮めたり、人智悪vやるさを育てたりするのだと信じていま魂 中学生や教臓員も含めたつの若い
世代は このようなコミュニケーションを経験していません 教えてもらう機会も非常に少なくなつて
いま或 このような時代だからこそ 日本に古くから伝わる配慮刊思いやり、刻 ヒについてもご家庭で
お話ししてみてはいかがでしょうから
本較で1よ 生徒会本部役員が主催する年賀状 コンクールガ寝 年にわたって続けられていま魂 素晴ら
しい作品がたくさん出されま晩 ￨さ 温まるような手書きの文字と絵で新年の感いを表現していま魂 私
微笑んだりしてしまいま晩
も特別審査をするので毎年見させてもらっていま強 思わずうなつたり、
輔
表会の際に、ぜひご覧くださしヽ
本年も素晴らしも輝 になりますようにお祈りいた t/1す ととも￨こ 本校へのご理解とご協力をお願い
いたしま魂

【
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時期です。学校の教育活動が柱に
なることはもちろんですよ 行事等についても、家庭・ 地域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。三者面談や妻騰評価 学校評議
員会でお寄せしヽ
ただいた貴重なご意見を十分に検討 し 組み立てていきま魂

【P ttA連 合会・ 地区委員 会報 告及び予定】
●12/714
●12/16
●12/26
● 1/9
● 1/12
● 1/31
●2/1
●2/10
●2/15

芝地区クリーンキャンペーン (お 助け隊協力)
都中 Pリ ーダー研修会
中 P連 会長会
御成P]小学校賀詞交歓会
港区長新年あいさつ交歓会
中 P連 新年賀詞交歓会
港区青少年対策御成門地区委員会 新年総会・ 懇親会
都中P 70周 年記念式典・祝賀会
芝地区クリーンキャンペーン (お 助け隊協力)

【
各委員会報告】
★各委員会共通

1月

☆広報委員会

1月 20日

(土 )広 報誌レイアウ ト会議

☆ 2学 年委員会

1月 20日

(■ )茶 話会打合せ

☆選挙管理委員会

12月 16日

12日

(金

)PT∧ 新年懇親会出席・ 各分担

(■

)30年 度役員投開票・ 集計

【
議事より】
☆PTA新年懇親会報告
平成 30年 1月 12日 (金 )

午後 6時 〜 メルプツレク東京にて
お忙 L/bヽ 中、来賓の万々を含め多くの方が出席さ礼 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。

☆ PTA臨 時総 会 の 議 題 につ いて (規 約 の 改 定 )
規約改定 (案 ):選 挙管理委員会に予算配分
※上記案を 2月 臨時総会にて協議する予定で晩 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
への交渉を行つております。 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
12/16付 でお手紙を配布しました。

3学期の開催日程Iよ
1/27(終 了 2/3・
)、

10、

3/3・

24

いずれも土曜日、時間￨よ 1000‑1300
途中からの参加や途中までの参加も可能で晩
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

∴

1

☆ 各委 員会の活動について

!

塁

K29年度よ り)

次回実行委員会で取りまとめを行いま晩
各委員会で改善案等ご提案の取りまとめをお願いいたしま晩
☆来年度

お助け隊について (案 )
詳細を検諏 調整しております。次回の実行委員会でご報告いたしま魂
来年度 も c la力 をお願いいた します。

☆次回の実行委員会は、 2月 17日 GD 10:30〜
☆臨時総会1よ 同日 11:30‑ ランチルームにて

ランチルームにて

