令和元年１０月２４日
国立第一中学校ＰＴＡ会員各位
第３回運営委員会だより
国立第一中学校ＰＴＡ
会 長 平井 愛

日 時：９月１４日（土） 午後 10 時 08 分～10 時 48 分

場 所： 視聴覚室司会： 副会長 佐尾山 安代

（総出席者数：43 人、議決権のある人の出席：41 人（内 5 人委任状）、役員数の過半数：20 人／役員数：40 人）

１．会長挨拶
本日も朝から運営委員会にお集まりくださり、ありがとうございます。
二学期が始まり、活動本番を迎える委員会もありますが、無理なく楽しく進めていっていただけたらと思います。
台風被害で停電が続く報道を見ていると、ここ国立で避難所生活が始まったらどうなるのだろうと心配になります。
先日、安全委員会が地域の防犯に関わる人たちと一緒にパトロールを開催しました。
平時から地域の方と学校、PTA がつながりを作っておくことの大切さを感じています。
２．校長挨拶

２学期が始まり、３週間が経ちました。生徒も生活リズムを取り戻し、毎日元気に学校生活を送っています。
実はまだ生徒には伝えてないのですが、来年に迫った東京オリンピックの観戦を予定しています。もちろん、細かい内容は
これから詰めていきますので詳しいことはあまり言えませんが、先日種目が発表されました。種目は全学年がラグビー（７人
制）となりました。A 組だけバドミントンになり、どちらの種目も他の地区からうらやましがられる結果となりました。
開催日が夏休みになるので、参加方法をどうするか出席扱いにするのか等検討事項が多くありますので、また詳細が決
まりましたらお知らせします。
長い２学期ですが、各学年、A 組では様々な行事や取り組みがあります。生徒にとって大きく力の付く２学期と言われてい
ますが頑張って進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
３．①学校報告
【日熊副校長】

まだ蒸し暑い日が続きますが、9 月になり日が暮れるのが早くなり秋を感じます。長い夏休みが終わり、ズボンの裾がす
っかり短くなってしまった生徒、表情が大人びてきた生徒、話し方に落ち着きがでてきた生徒など、生徒の成長を感じる場面
が多くありました。毎年思うことですが、中学生の時代ほど心身の成長がめざましく、1 日 1 日に進歩を感じることができて、
とても羨ましいです。そんな大切な時期だからこそ、私たち教員は生徒の成長を褒めて伸ばすことを心がけたいと思います。
これから合唱コンクールの取り組みが始まりますので、生徒にとって貴重な体験になるように教員一同で応援しますので、
保護者のみなさまもこれまでに引き続き暖かい見守りをお願いいたします。
３．②担任教員より
【遠藤教務主任】
2 学期が始まり、どの学年も元気な様子で登校しています。1 学年は校外学習を無事に終え、集団で協力する力が高まっ
たように思います。また、2 学年は 11 月の職場体験に向けて、3 学年は 9 月末に出発する修学旅行の準備を日々行ってい
ます。また、A 組の生徒も交流をする合唱コンクールが一橋大学兼松講堂で 10 月 19 日に開催されます。生徒が頑張って
歌う様子を見ることができますので、ぜひお越しいただければと思います。
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４．活動報告
各委員会活動・サークル活動実績報告
※「9/14 運営委員会出席」、「活動実績報告」は全委員会共通のため、活動実績には記載しません。ご了承ください。
≪会長・副会長≫
8/21
施設改善要望箇所点検(正副会長)
国高観劇申し込み取りまとめ(会長)
8/28
安全パトロール参加(正副会長)
9/6
国立市ＰＴＡ会長協議会出席(会長)
9/13
健全育成会議出席(会長)

≪選出委員会≫
特になし
≪一学年委員≫
7/17
先生方と学年委員による懇親会

≪書記≫
7/13～9/2 『第 2 回運営委員会だより』作成
9/3
『第 2 回運営委員会だより』の一中Ｈ
Ｐ掲載を依頼
8/31～9/13 執行部・各委員会活動・サークル活
動実績資料まとめ

≪二学年委員≫
特になし
≪三学年委員≫
7/17
視聴覚室にて 3 年担任・副担任
役員で懇親会開催

≪会計≫
8/31
ＰＴＡ会費未収分を入金

≪A 組代表≫
特になし

≪給食委員会≫
8/7
物資納入選定委員会出席
9/3
献立委員会出席
9/13
物資納入選定委員会出席

≪バレーサークル≫
7/18
メンバー募集のチラシ配布
7/19
三小と合同練習(五小体育館)
7/26
三小と合同練習(三小体育館)
8/2
三小と合同練習(一中体育館)
8/9
三小と合同練習(一中体育館)
8/16
三小と合同練習(一中体育館)
8/23
三小と合同練習(一中体育館)
8/30
三小と合同練習(一中体育館)
9/6
三小と合同練習(一中体育館)
9/13
三小と合同練習(一中体育館)

≪広報委員会≫
7/17
『たより 145 号』納品・全校配布
8/31
学校公開 羽原信義様、講演会
写真撮影
『たより 146 号』打ち合わせ
≪文化委員会≫
7/16
合唱コンクール保護者コーラス募集
締め切り
9/8
第一回保護者コーラス練習（台風で
中止）

≪コーラスサークル≫
8/11
チャリティーコンサートに向けての合同練習
8/18
チャリティーコンサートに向けての合同練習
8/18
チャリティーコンサート出演（国分寺 いずみホ
ール）
9/8
合唱コンクールに向けての練習（台風で中止）

≪安全委員会≫
7/14
ピーポくんの家協力世帯へご挨拶
7/17
校外防犯パトロール参加票回収
夏休みパトロール 4 コースの実測設定
コース振り分け表作成
8/28
校外防犯パトロール実施(北・中・
東・富士見台 4 コース)
危険個所アンケートの集計
≪芝生委員会≫
7/20
芝生、芝刈り活動
8/3
芝生、芝刈り活動
8/17
芝生、芝刈り活動
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５．連絡事項
①《会長より》
国立市 PTA 会長協議会の報告
和やかに情報交換をしています。
・他校の広報誌の紹介がありました。学校によってそれぞれの楽しい広報誌ができればよいと思います。広報さんに他校
の広報誌をお渡しし共有します。
・八小からのお知らせ
サバイバル運動会を開催するので良かったらご参加ください。避難所になった際に慌てずに皆が防災に対する知識を楽
しく子どもたちに伝えるためのものです。小さいお子さん連れ歓迎です。
開催日：１０月６日（土）午前中、場所：八小の体育館と中庭
・ピーポ君の家の活動について
一中の学区内に１０数件の登録があります。小学生中心のため、小学校のピーポ君の登録件数はとても多く、中学校の
登録はとても少ないです。一中のピーポ君は一中のことしか把握していないため、同エリアの小中学校のピーポ君の登録
先などの情報共有ができたら良いという話があがりました。他の学校のピーポ君の登録先等、内部資料として安全委員会
にお渡しします。
②《副会長より》
校内施設の改善要望書について
１学期の間に校内施設の改善に関するアンケートのご回答ありがとうございました。
全校生徒から取ったアンケートを取りまとめました。９月２４日に市役所に提出します。
大きく以下の５つを施設の改善要望に盛り込むことにしました。近日中にアンケート結果についてお手元へ配布されます
ので詳しくはそちらをご確認下さい。
１：トイレ
便器の洋式化や改善についての要望をします。
２：窓
建具等の修繕。
３：生徒用ロッカーの大型化。
４：水道
蛇口等の清掃や硬い蛇口の改善等。
５：黒板
電子黒板の導入など。
その他にもご意見はありましたが、学校との現場確認や内容等の結果により、学校対応可能なものや現実的に対応が
困難であると判断したものに関して今回は見送らせていただきました。
本日の朝も市役所の方と特別棟の改修について打合せを行いましたが、内容を共有し、取り組んでいただけるものに関し
ては要望を出していく予定です。こちらに関しても進捗状況が分かり次第ご連絡していきます。
③《書記より》
毎回の運営委員会での報告する連絡事項について、各委員会のメール取りまとめご担当者は書記代表者へ送信する際
に、運営委員会だよりにそのまま掲載できる状態で入稿をお願いいたします。
④《給食委員会より》
給食試食参観日のお知らせ（下記一部抜粋）を１０月３日に配布します。詳細内容は配布物をご確認下さい。 是非ご参加
ください。
日時:令和元年１０月２５日（金） １１：３０~１３：００頃
１１：３０ 集合(国立第一中学校 1 階 「視聴覚室」)
１１：４０ 試食·栄養士さんからのお話など
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１２：３０ 給食参観(各クラスにて)
適宜「視聴覚室」にてアンケート記入後解散
★参観のみの方は１２：３０までに「視聴覚室」へいらしてください。
持ち物 :スリッパ、筆記用具、保護者用名札
費用 278 円(当日集金します。釣銭がないようにご用意下さい)
メニュー:里芋カレーライス、 鶏肉の唐揚げ、大根ジャコサラダ、低温殺菌牛乳
※仕入状況によってはメニューが変更する可能性もあります。
⑤《安全委員会より》
・危険箇所アンケートが１２〜１３枚集まり、現在現場の確認と集計中です。９月２４日に市役所に要望書を提出します。
・８月２８日に防犯パトロールを実施しました。夏休み明けでバタバタしている時期で暑い日の開催でしたが、防犯協会から 6
名、東派出所から警察官（渡辺さん）、保護者の方、ほぼ全員の教員でみなさま合わせて総勢 50 名弱参加して下さいまし
た。
北、中、東、富士見台の 4 チームに分けてごみ拾いをしながらパトロールを実施しました。「ゴミが溜まるところは死角にな
りやすく、危険な場所となる事等、隠して捨てられる場所は子どもが好んで隠れる場所になりやすいため、できるだけゴミを
拾ってきれいにすることで危険な場所も少なくなる。」と防犯協会のメンバーの方からお話を伺いながら歩きました。
講話 1 時間、パトロール 1 時間ぐらい全部で２時間の予定で行いました。
夏休み明けすぐに、先生方も宿題のチェック等がある中、お忙しい時期だったため申し訳ありませんでした。
問題・課題点として来年度の開催日時等の改善検討が必要です。
いつ頃の開催が良いか？
・開催日時の決定は学校で指定した時期で行っています。
・副校長先生から、夏休みが始まる前はどうかとのご提案を頂きました。
・早めに学校側からご指示いただければ、委員も予定を組みやすい次第です。
・夜に防犯パトロールを行っていた時は時間的な問題で先生方の参加は少なかったです。
結論：開催日時は学校で早めに連絡いたします。（副校長）
⑥《文化委員会より》
文化委員会より：合唱コンクール保護者コーラスについて
１０月１９日（土）に一橋大学にて合唱コンクールで保護者コーラスを行います。
前回、台風の予報のため第１回目の練習は中止になりましたが、早速 9 月 15 日に練習があります。
現在、保護者コーラス参加者は１０名ほどです。まだ募集しています。是時ご参加ください。
合唱コンクールについて
今年の合唱コンクールの誘導を担当します。
一橋大学兼松講堂での開催のため、各学年のごとに総入れ替えをするため、自分の子ども以外の合唱は見ることがで
きません。そのため、保護者の出入りの誘導等で人手が必要になります。ご協力をお願いいたします。
今年度、昼食は現地で食べることになりました。
文化セミナーについて
開催が１１月２日（午後）にＳＮＳの保護者向けの講座を申し込もうと計画していましたが、申込時期が終わってしまった
ため、保護者と先生方の意見交換会の形で開催をすることになりました。
６．協議事項
なし
７．審議事項
なし
【第４回運営委員会】１１月９日（土）午前１０時開始 会場：視聴覚室 会場設営担当：文化委員・３学年委員
・議題を提案される方は、１１月１日（金）までに学年委員を通じて正副会長まで連絡し、運営委員会に出席してくださ
い。
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