中野十 中同窓会

常任 幹事会 か らのお知 らせ

平成26年 像014年 )3月

17日

常任幹事会 を 3月 12日 、常任幹事 8名 及びオ ブザー バ ー 2名 が参加 し、中野十 中ガイ ダ ンスルーム
で開催 し、下記事項 が報告 、議論 され ま した。

03年
04月

生 57名 は一 次募集 の段階で全員が合格し、卒業式を全員 が進学先を決めて迎えることになった。
入学予定生徒は80名 で3ク ラス編成となる。生徒総数 は210名 を超えることとなる見込みで生徒数が
200名 を超えるのは平成 14年 に200名 割れとなつて以来 のこと。
○ 学校行事
3月 15日 :金 田喜稔氏 [か ねだのぶ とし]元 サ ッカー 日本代表 の講演
4月 8日 :入 学式 、5月 17日 :運 動会 、10月 25日 :合 唱 コンクール (中 野 ZERO小 ホール )

0 3月

5日 に第 2回 記念行事実行委員会準備会 が開催され、同窓会 からは会長 と広 報担 当副会長 が出
席 しました。他 には、学校側 から、校長 、副校長 ほか 1名 、薫風会から会長、PTAか ら会長ほか4名 が出
席 しました。
O 冒頭、関校長 からご挨拶 があり、60周 年記念行事を今年 11月 1日 (土 曜 )に 行う事は確定 したとの事で
した。前回計画された通り、午前 に記 念式典、午後 に祝賀会 という形 で催されます。
式典は在校生職員と後記招待者 により午前中に行う。祝賀会は 13:30〜 16:00の 予定。
生徒 は構 内で昼 食後帰 宅。祝賀会 の食事等 は PTAが ケータリング業者 に手配する。
○ 式典招待状発送先は、① 中野区関係 (行 政、議員 )② 区立小 中学校 、私 立学校 、中野警察
③町会長 ④青少年育成地 区委員会 ⑤民生 。
児童委員、保護 司、次世代育成委員 ⑥各校 PTA,
PTA連 合会 ⑦学校評議員 、校 医・薬斉J師 (① 〜⑦ の 50周 年次は 160名 )
③ 旧職員 は 50周 年次では 60名 に案 内出状。今 回はそれ以降 10年 間 の在籍者を対象とする。
○ 学校側 の実行委員会メンバ ー は 4月 に発表 する。(新 年度 の人事異動確定後 )
○ 祝賀会招待者 。
人数 について検討 されましたが、参加総数 は同窓会 しだいという事 に落ち着きました。
の
し
但 参加者 収容は最大 400名 であろうと校長 のご意 見。(校 歌大合唱 の参カロ
者数を例 に出しましたが、
「
今 回は 会費」徴求なので、今後 の検討課題 です。)
○ 次回実行委員会は、4月 23日 に開催 されますが、同窓会からは会長と広報担 当副会長が出席 の予定で
す。

0 60周 年記念誌 は、今回 が最後 のものとなると思われるので 、60年 を総括する内容としたい。現在 の同窓
会活動 では原稿依頼や資料収集 には限界があり、学校 にも協力してもらう。
○ 前回の常任 委員会では 50周 年と同様卒業生に寄付を募ることとしたが、今期保留 している協賛金募集 と
の調整をいか にするか検討 した。寄付金額 については 50周 年 の際と同様 一 口 5千 円としてはどうかとい
う意見 があつた。
振込み先は同窓会 の既存賛助金振込み 口座 となるため会計処理を含め次回の検討課題 とした。
★

そ の他
今 回は副校長が最後まで同席されたので、祝賀会 の同窓会 の対応や記念誌発行など同窓会 の課題 に
ついて共通認識 が得 られたと思 います。

次回常任幹事会のお知 らせ
平成 26年 4月 25日 (金 )午 後 6時 30分 〜 8時
場所 :十 中 ガイダンスルーム
議題 :学 校 か らの報告、実行委員会 の報告、記念事業 へ の取 り組みな ど

