平成３０年６月２２日
国立第一中学校ＰＴＡ会員各位
第１回運営委員会だより
国立第一中学校ＰＴＡ
会 長
平井 愛
日 時：６月９日（土） 午後３時～３時５０分
場 所： 視聴覚室
（出席者３５人 議決権数 ３３／６３
司会： 副会長 丸山 美佳）
１．会長挨拶
今年度第１回目の運営委員会に集まってくださりありがとうございます。一年間このメンバーでどうぞよろしく
お願いします。
先日はＰＴＡ会費の集金をありがとうございました。各ご家庭で小銭等をご用意くださり、クラス委員さんが集
めみなさんが持ってきてくださったこのお金は、たくさんの人達の手を経て集まった重みのあるお金なのだと感じ
ました。大事に使いたいと思います。節約、という意味だけではなく、効率的なお金の使い方をしていきたいと感
じた集金でした。これからもいろいろなことがあると思いますが一年間よろしくお願いいたします。
２．校長挨拶
先日開催されました第７２回体育大会では、多くの保護者のみなさまにご覧いただきましてありがとうございま
した。また、当日係として参加された方にも重ねてお礼申し上げます。
今年の体育大会は特に生徒同士の応援が素晴らしく、胸を打たれる場面がたくさんありました。自分達のクラス
の応援はもちろんですが、他クラスや他学年の応援も随所に見られ、私はここ数年間の中では最高の体育大会だっ
たように思います。人を思いやる心が一中生に強く根付いていることを表していました。
私は今年、在校７年目にして初めて競技に参加することができました。部活対抗リレーで、たった２０ｍでした
が生徒と同じ気持ちになってドキドキしました。最後に調子にのってジャンプして肉離れになってしまい情けなか
ったですが、今もうれしい痛みとして残っています。そして、私達教職員と何人かのＰＴＡ役員の方は今着ている
このポロシャツを着て参加させていただきました。このポロシャツは、
“チーム一丸となって生徒をサポートしたい”
という若手職員の発想から作成しました。胸の「和以征技（わいせいぎ）
」の意味は、和を以て戦えば技をも征する
という熟語で、チームワークは大きな力を発揮するという意味です。私が大学時代にサッカー部で全国優勝した時
にモットーとしてきた言葉です。これからも「チーム国中」の精神でみなさんと共にがんばっていきましょう。
３．学校報告
【日熊副校長】
先日行われた体育大会では、多くの保護者のみなさまにご来校いただきありがとうございました。また、当日の
受付へのご協力、感謝いたします。
私にとって初めての「国立第一中学校の体育大会」であり、どのような行事なのか楽しみにしていました。生徒
達にとっても大きな行事の一つで、競技練習への熱心な取り組みや、クラスの雰囲気を盛り上げる個性豊かなスロ
ーガン作りを楽しんでいる様子などを見せてもらいました。これらの熱心な取り組みを見て、体育大会当日への期
待が一層高まりました。
そして体育大会当日は、生徒達から「他を思いやる気持ち」を見せてもらいました。自分のクラスがゴールして
も、他のクラスを応援する気持ちが清々しく爽やかでした。競技への熱さにも、競技後の思いやりの気持ちにも感
動させてもらいました。この素晴らしい姿を引き継いでいかれるよう、私達もがんばらなければなりません。保護
者のみなさまも熱い応援をありがとうございました。生徒達にとっても大きなエネルギーになりました。これから
も本校の学習活動にご理解とご協力をお願いいたします。
また、別件ですが学校メールへの登録、そして有効に使っていただけるような活用を、どうぞよろしくお願いい
たします。いまひとつ周知不十分なところがあるため、後日改めてお知らせさせていただきます。
【遠藤教務主任】
昨年度まではクラス担任を受け持っており、今年は教務主任として学校全体を見てまわっております。1～3 学年
を見ていて最近感じたことをお伝えします。１年生は４月５月にはまだ小学生らしさが残っている雰囲気でしたが、
最近はどの子も必死にメモをとり成長していると感じる姿が見られます。２年生は個人の力をテストなどで伸ばし
てくれています。３年生は特に質問に来てくれる生徒も多く、授業を吸収しようという意識がとても高いことを感
じます。いずれの学年もがんばってほしいと思っています。また、５月の土曜公開授業にはたくさんの保護者の方
にお越しいただきありがとうございました。
事務連絡ですが、期末テストに向けて、現在どの学年でもテスト計画表を作っています。教職員がコメントしな
がら作っていますが、保護者のみなさまもぜひ見ていただき、温かな言葉がけをお願いできればと思います。
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【野中生活主任】
先日の体育大会では受付を快く引き受けてくださりありがとうございました。とても助かりました。体育大会で
はどの学年も本当によくがんばっていました。
さて各学年の普段の様子ですが、１年生は入学して２か月たちましたが、まだ人間関係を築いている段階で、集
団としての不安定さもあり、人の嫌がることを簡単に言ってしまったりやってしまったりということはあります。
また授業でも集中力をなくしてしまう場面もみられます。しかし、校歌コンクールや体育大会での取り組みを見て
いると一生懸命な姿があり、集団としてのパワーもあると思うので、これからの成長に期待しています。
２年生は個々に課題のある生徒もいますが、体育大会が象徴しているように、集団としてとてもまとまっていて、
中だるみのような様子もなく過ごしていると思います。ボランティア活動にも積極的に参加しているので中堅学年
としてとても頼もしいです。
３年生は「さすが３年生」という言葉がぴったりの集団に成長してくれました。体育大会では、どのクラスも自
主的に取り組めていてとても頼もしかったです。また体育大会後の授業にもすぐに気持ちを切り替えて取り組めて
いて「チーム国中」の大黒柱として今後の活躍に期待したいです。
どの学年も課題はありますが、
「チーム国中」として教職員が一丸となって、より良い学校を作っていきたいと思
います。
４．各委員会活動実績報告
※ 「5/12 ＰＴＡ総会出席」、「6/9 運営委員会出席」、「引継ぎ」、「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>>
4/25
育成会委員会出席 (正副会長)
5/17
育成会委員会出席 (正副会長)
5/18
国立一中評議委員会出席 (会長)
5/23
育成会総会出席 (正副会長)
5/24
国立市ＰＴＡ会長協議会出席 (会長)
6/2
体育大会受付手伝い (正副会長)

<<学年委員>>
<1 年>
5/12
リサイクル片付け・保管
6/6
ＰＴＡ会費集金
<2 年>
5/14～ 『クラスメール連絡網作成についてのお願い』
5/15
配布
6/6
ＰＴＡ会費集金
<3 年>
5/12
リサイクル片付け・保管、学年委員会
6/6
ＰＴＡ会費集金
6/8
ＰＴＡ広報誌『たより』に掲載予定の
ＰＴＡ会費集金についての原稿提出
<Ａ組>
6/6
ＰＴＡ会費集金

<<書記>>
5/13～ 『ＰＴＡ総会報告』作成
5/21
5/23
『ＰＴＡ総会報告』印刷・配布
5/30～ 『運営委員会活動実績』作成
6/3
6/2
運営委員会出席表・名札作成、
体育大会受付手伝い

<<給食委員会>>
5/8
献立作成委員会出席
5/17
物資納入会議出席
5/25
『給食試食会のお知らせ』作成・印刷・配布

<<会計>>
4/23
副校長との打合せ、ＰＴＡ会費集金日の決定
(6/6; 予備日 6/7)
5/2
副校長から各クラスの名簿受領
5/15
ゆうちょ銀行口座名義変更
5/22
コピー用紙発注
5/23
『ＰＴＡ会費納入についてのお知らせ』印刷・
配布、コピー用紙受領
5/28
コピー用紙代金支払い
6/2
体育大会受付手伝い
6/4
ＰＴＡ会費集金の旨を国立市学校メール
にて送信
6/6
ＰＴＡ会費集金・入金
6/7
ＰＴＡ会費未収分集金・入金、
各委員の活動費出金

<<広報委員会>>
4/22
ＰＴＡ広報誌『たより』の原稿依頼文作成
5/8
原稿依頼文印刷、打合せ
5/12
校歌コンクール撮影
5/15
印刷業者アールズデザインとの顔合せおよび
打合せ
5/29
原稿回収・入稿
6/2
体育大会 写真撮影
6/6
ＰＴＡ会費集金の写真撮影
6/8
ＰＴＡ活動紹介原稿回収
<<安全委員会>>
5/24
『「ピーポくんの家」ご協力のお願い』印刷・
配布
<<文化委員会>>
5/12
第 1 回文化委員会出席
5/29
正副委員長打合せ
<<芝生委員会>>
4/21
委員会およびボランティア名簿作成
5/12
打合せ、ボランティアへの手紙印刷・宛名書
き
5/19
打合せ、ボランティアへの手紙配布
<<選出委員会>>
特になし
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５．連絡事項
（１）会長より
①運営委員会について
・日程７／７、９／８、１１／１０、１／１２、３／２ 土曜日 午前１０時～または午後３時から視聴覚室
・運営委員会は、ＰＴＡ会則第三十四条の構成員によって構成され、構成員には各一票ずつの議決権があります。
・運営委員会構成員ではない会員は、オブザーバーとして出席し意見を述べることができます。
・会員は誰でも議題を提案できます。提案のある方または委員会は、運営委員会開催の１０日前までに学年委員を
通して正副会長まで連絡し、運営委員会に出席してください。
・運営委員会は、構成員の二分の一以上の出席をもって成立します。成立しない場合は、臨時に召集することにな
りますので構成員はぜひ運営委員会に出席してください。
②ＰＴＡ活動の留意事項について
委員の任期は来年の５月に総会にて解任されるまでの１年間です。きまりを守ってＰＴＡ活動を行いましょう。
③給食審議委員について
給食審議委員は、今年度は立候補があり志賀里古さんに決定しました。
④国立市ＰＴＡ会長協議会について
市内各校のＰＴＡ会長が集まって情報交換等をしている協議会です。５月に新旧顔合わせの会がありました。
⑤三小地区育成会総会について
正副会長で総会に参加してきました。一中生がボランティアで参加した地域交流会などは三小地区育成会の事業
です。
⑥一中評議委員会について
保護者・地域の方の意見を教育活動に生かしていく国立市内共通の取り組みです。
会議の内容は非公開ですが、学校に関するアンケート結果などはホームページで公開していく予定です。
⑦広報誌『たより』の写真掲載について
写真掲載は、保護者が学校側に出した希望にそって、学校の運用と同一の基準でＰＴＡも対応します。
⑧国立一中ホームページについて
国立一中のホームページの中にＰＴＡのコーナーがあります。給食の試食会案内など、ＰＴＡが配布しているお
便りなどを今後掲載していく予定です。
⑨ベルマークについて
ベルマークの収集や管理活動は、以前はＰＴＡが担当しその後生徒会に引き継がれていましたが、負担が大きい
ためすでに集まっているベルマークは他所へ寄付する等で対応し、今後の対応は学校に委ねることになりました。
⑩研修会について
学校保健研修会の案内が東京都委員会・（一財）東京都学校保健会より届いています。講演のテーマは「ケガを
しないために」～健康スポーツ医学の分野から～。期日は７月２１日(土)午後２時～４時。会場は東京都医師会
館講堂（御茶ノ水）。参加希望者は７月１１日までに正副会長メール（１chu-pta30@googlegroups.com）へ連絡
ください。ＰＴＡ、中学生はどなたでも参加可能です。
（２）副会長より
①寸胴鍋（２つ）について
多目的室に保管しています。使用の際は副会長までご連絡ください。三送会などでぜひ活用してください。
②横断幕（２種類）について
副校長先生が保管しています。使用の際は副校長先生までご連絡ください。部活動の大会などでぜひ活用してく
ださい。

「国立第一中学校 Believe in yourself 国立一中ＰＴＡ」
校章入り

「国立第一中学校 夢にむかって 国立一中ＰＴＡ」
校章入り

③「校内施設改善アンケート」の実施について
６月中に配布予定。市への「校内施設改善要望書」の前提となるアンケートです。主に衛生面やこども達が快適
に、より学習に専念できる生活環境を整えるための要望となります。こども達の意見も聞きながら積極的にご記
入ください。７月１３日(金)に締め切り、夏休み中にＰＴＡで精査して秋頃提出し、３学期に回答を得る予定で
す。
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（３）会計より
①ＰＴＡ会費集金結果について
今年度も集金のご協力ありがとうございました。６月６・７日に集金し、残りの方については引き続き先生方と
ご相談しながら回収を進めていきます。
②各委員会活動費について
本日６月９日に活動費の払い出しをします。
③ＰＴＡ総合補償保険加入について
現在加入しているＰＴＡ総合補償保険は、６月末で契約が終了するため、本日６月９日に更新手続きをします。
ＰＴＡ会員は総会資料の最終ページに各自で氏名や住所等の必要事項を書き込んで１年間保管してください。
④印刷機の使い方について
印刷機の上に簡単な手順書が置いてありますのでご参照ください。使用の際に故障を見つけた場合には、会計へ
速やかにご連絡ください。
（４）給食委員会より
①給食試食会について
６月２７日（水）午前９時３０分から試食会を実施します。お知らせは配布済ですが、まだ参加人数に余裕があ
るので希望者はお知らせに記載の申込先まで直接ご連絡ください。今回は調理の作業も見ることができます。
（５）広報委員会より
印刷会社（昨年と同じ）の社名が変更になりました。
（６）安全委員会より
①「ピーポくんの家」について
「ピーポくんの家」ご協力お願いのお便りを配布しました。ぜひ多くの方のご協力をよろしくお願いします。
②「防犯パトロール中」腕章配布について
希望者に腕章を貸与します。バッグにつけて持ち歩くなどして、ぜひご協力ください。腕章は、多目的室内のク
リアケースの中に保管してあります。来校された際に４階の多目的室にお立ち寄りいただき、用紙に記入のうえ
必要数をお持ちください。
６．協議事項
なし
７．審議事項
なし
【第２回運営委員会】７月７日（土）午前１０時開始 会場：視聴覚室
・議題を提案される方は、６月２７日（水）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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