中野十 中同窓会 常任 幹 事会 か らの お知 らせ
平「文29準 巨 (2017有 → 9月 20日
9月 19日 (火 )18時 か ら常任幹事 9名 が参加 し、中野十 中ガイダンスルーム で常任幹事会 を開
催 し、下記事項 が報告、議論 され ま した。
★

弓田校長 、辻副校長 、小貝 主任 が 出席 され、学校 の様子や校歌大合唱祭等 につい て報告 していた
だきま した。
○ 夏休 が終 わ り、学校 は賑や かになった。新校 の制服 、体操着 は決 ま りつつ ある。現在 は校章 、
校歌 を検討 中である。閉校 に向けて、校歌大合唱祭 、閉校式、閉校記念誌 の準備 を進 めてい る。
○校歌大合唱祭 で の卒業生 の話 は栗 原会長 他 1名 の方にお願 い したい と思 つてい る。
○校歌大合唱祭 については学校 の HPに も掲載 してい る。 当 日ケー ブルテ レビの取材がある。
○今 日か らテ ス トで 、生徒 たちは一 生懸命取 り組 んでい る。
○校歌大合唱祭 の午前 中は合唱 コ ンクール で校歌大合唱祭 の 開場 は 1時 を予定 して い る。中村先
生が今回校歌 ピア ノ伴奏 の完全版 を作成 して くれ たので、そ の ご披露 もす る。当 日校歌大合唱
祭終了後保護者や 同窓生 に学校 開放す る予定だが、選挙 になれ ば変わ る可能性 もある。
★

09月

18日 現在、同窓生 の参加予定数は 78名 である。未集計 の期 もあるので 100名 程度 になる

だ ろ う。
○受付時間は 「12時 50分 か ら 13時 15分 」 と同窓生に案 内す る (開 場 は 1時 )。 受付場所 は校 門
者 を集計 し受付名
付近で、同窓生 の参加者 の受付担 当 として 3名 程度配置す る。9月 末 に参カロ
簿 を作成す る。受付・ 誘導 ス タ ッフは、同窓会 と表示 された名札 を着用す る。
役員等 は 12時 20分 に十 中に集合す る (ガ イ ダ ンスルーム を使用で きる予定)
○体育館 内に同窓生用 の椅子 が 100人 分程度用意 され る。 (人 数 の変更は適宜学校 に連絡す る)
出来 るだけ期毎 に着席 で きる よ うにゝ体育館 内に案内・ 誘導 のス タ ッフを配 置す る。
○学校 は当 日の次第 と校歌 の歌詞 な どの栞 を作成す るので、受付等 で配布す る。
○参加者 にはス リッパ と靴 を入れ る袋 を持参す るよ うに、各期 で周知す る。
○校歌大合唱祭が閉会 した後、同窓会会長 は会場で同窓生に簡単に挨拶す る予定。終了時 に会場
でのアナ ウンス を依頼す る。

○学校か ら閉校記念誌作成 の概要 (掲 載内容 とペ ー ジ害1)が 示 された。同窓会関係 の記事 が少 な
い とい う意 見があ つた。
○前回 の常任幹事会 で、閉校記念誌 の増刷 と校歌 DVDの 作成 な ど閉校記念事業 に同窓会は約 40
〜45万 円程度負担す る ことを決 め、学校 に伝 えた。記念誌 作成 、特 に校歌大合唱祭 の記録 (映
像 ・音響 )に つい て早急 に学校 と具体的打 ち合 わせ を行 うことにな つた。

次回常任幹事会のお知 らせ
口時 :294手 10月 3日 [火 ] 18日寺か ら
場所 :十 中 1階 多 目的室
議題 :学 校 か らの報告 (閉 校記念行事な ど)
校歌大合唱祭 の準備 、閉校記念誌 、 メモ リア ル コーナー 、今 後 の 同窓会 の あ り方 な ど
以

