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PTA 会員各位 

 

 

 

 

 

    ６月１２日（火）に第１回運営委員会が開催されましたのでご報告いたします。 

どうぞご一読ください。 

 

第１回運営委員会報告 
 

１．会長あいさつ 
 

先日のあいさつ運動、沢山の方のご参加ありがとうございました。本年度スローガン「顔の見える PTA」

にとって大変有意義な活動になりました。子供たちを犯罪から守るべく、無理なく、楽しく、出来るだけ顔

を出していきましょう。 

私の個人的な防犯活動をご紹介します。街灯切れを見かけたら市役所までご一報ください。24 時間対応

していますので街灯番号（L-29 等）をお伝えください。また六中のそばにあります、調布市地域包括支援

センターゆうあいでは高齢者の見守りネットワーク「みまもっと」という活動を行っております。ご高齢の

ご近所さん最近見かけない、郵便物が溜まっている等、不審に思ったらお問合せください。PTA は地域の活

動ですから、ご賛同頂ければ幸いです。 

先生方も働き方改革を受け、市教委よりできるだけ残業しないよう指導が入りました。PTA 活動において

も、役員会・運営委員会も学校からの報告事項がない場合は校長・副校長共に欠席させて頂く事をご了承く

ださい。 

平成３０年度、第六中 PTA を盛り上げて参りましょう。宜しくお願い致します。 

 

２．校長先生あいさつ 
 

   皆さんこんにちは。日頃より第六中学校の教育活動に御協力を賜り感謝申し上げます。 

   ５月の総会から平成３０年度の PTA 活動がスタートしました。新会長の磯邉隆様を中心に、役員一同求

心力をもって取り組んで頂いています。特に６月は体育大会の運営やあいさつ運動の活動があり、PTA 役員

及び多くの会員の方々の協力に感謝申し上げます。 

   さて、平成３０年度から「学校支援地域本部チーム六中」が立ち上がりました。 

この趣旨は、六中の様々な活動を地域ボランティアが支援することで、教育活動の充実や教員が生徒と向き

合う時間の拡充を図ることです。その橋渡しをするコーディネーターは、平成２９年度の堀会長さんです。

特に PTA の会員の方々にお願いすることもあるかと思います。御協力をお願いいたします。今年度はでき

ることから無理なく進めようと考えています。（例：放課後の学習支援、英検や漢検の監督、３年生入試模

擬面接官、など） 

   最後になりますが、資料として「PTA 地域社会に関する課題」という資料を用意いたしました。PTA の

役割について具体的に示した資料です。PTA 活動を行うにあたって押さえておかなければならない事柄で

す。ご参考にしてください。 

  

３．副校長先生あいさつ 
 

これまで PTA 総会、体育大会等、ご協力いただきましてありがとうございました。 

６月にはセーフティ教室、７月には通学路パトロール、オリンピック・パラリンピック講話、社会

を明るくする運動とご参加、お手伝いを PTA の方々にお願いすることになりますが、宜しくお願い

致します。 

６月２１日（木）に PTA 室に学校支援地域本部の PC、プリンターの設置があります。PTA の方々

にも使用していただきたいと思います。 

P T A だより ６月   平成３０年６月２７日 

調布市立第六中学校 

PTA 会長 磯邉 隆 
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４．委員会からの報告 

・学校行事 

４月 ９日（月） 入学式（旧学級、旧会長、新旧副会長） 

１３日（金） 保護者会（旧学級、旧会長、新旧副会長） 

２８日（土） 学校公開日、調布市防災教育の日 

５月１２日（土） 学校公開日・部活動保護者会 

６月 ２日（土） 第４４回体育大会（会長、庶務、文化厚生、副会長）  

         ５日（火）〜６／８（金） あいさつ運動（運営委員は６／６～６／８） 

 

・Ｐ連・地域行事 

４月２９日（日） 第２３回 こいのぼりまつり（旧役員） 

５月 ２日（火） Ｐ連新旧理事会（校長・新旧会長） 

９日（水） 進学フェア in 調布 2018 第 1 回実行委員会（新旧会長、新旧副会長） 

１６日（火） 家庭教育セミナー説明会（会長） 

１７日（木） Ｐ連代議員総会・懇親会（校長、副校長、会長、副会長） 

１９日（土） 二小運動会（会長） 

２６日（土） 国領小運動会（会長） 

３０日（水） 国領児童館運営会議（副会長） 

６月 ４日（月） Ｐ連役員会（会長） 

８日（金） 進学フェア in 調布 2018 第２回実行委員会（副会長、書記） 

 

  ・運営委員会行事（学校、Ｐ連と重なる項目は割愛） 

４月２１日（土） 新旧ＰＴＡ役員会・委員総会（業務引継ぎ） 

５月 ７日（月） 行事お手伝い調査票配布（副会長） 

１２日（土） ＰＴＡ総会 

１４日（月） 全校朝会挨拶（会長、副会長） 

１９日（土） 三役会（会長、副会長） 

２３日（水） ＰＴＡ団体保険契約（会長、会計） 

６月 ６日（水） ＰＴＡ会費集金（学級委員、会計） 

 

・専門委員会 

『学年委員会』 

１年・２年・３年 上記「運営委員会」以外とくになし 

 

『文化厚生委員会』 

５月１１日（金） 第 1回定例会  

１６日（水） リサイクル品手紙 印刷、配布 ／ サークル活動手紙、印刷、配布 

２５日（金） リサイクル品 値付け作業 

６月 ２日（土） 体育大会にてリサイクル品の販売（売上合計額￥３，４００） 

＜連絡事項＞ 

・ バドミントンサークル活動日  毎週土曜 

・ 今年度、講習会は行わない事を決定。来年度以降の活動内容について今後検討 

 

『広報委員会』 

４月２１日（土）～ 広報誌の発行に向け準備開始 

２８日（土）  四役打ち合わせ（正副委員長・書記） 

先生方へのアンケート印刷・配布（回収５／２２） 

５月１０日（木）  先生方の写真撮影（２回目 ５／１１、３回目 ５／１５） 

１２日（土）  新会長写真撮影 （役員写真撮影は６／１２予定） 

１９日（土）  印刷屋との打合せ（内田平和堂へＨ３０年度も依頼） 

２６日（土）  打合せ①（広報誌レイアウト等確認、体育祭撮影シーン・撮影者確認） 

６月 ２日（土）  体育大会撮影 

４日（月）  広報誌全体レイアウト、写真選び 
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『校外生活委員会』 

５月１２日（土） 第 1回定例会 

１８日（金） 国領小学校地区協議会「こくりょうみんなの広場」総会出席 

１８日（金）・２５（金） 通学路パトロール下見 

 

『行事当番＜こいのぼりまつり＞』担 当：２９年度役員（副会長、庶務） 

I. 収 支 

【売上】らくがきせんべい  ￥６,８５０-  

     ラムネ       ￥４２,０００-  

     その他       ￥３,３００-  

【費用】材料        ￥６３,１４９-  

【損失】          ￥１０,９９９-  

II. 報告事項 

・らくがきせんべいを初めて販売 

  全部セットで送られてきた為、作業が楽でしたが、強風で売上は伸びませんでした。 

小学生が買える５０円の商品で検討しましたが、次回の発注は４００枚から２００枚に 

変更しても良さそうです。（強風で粉砂糖が飛ぶので注意） 

・お子様用テーブルが活躍しました。 

・ラムネの４２０本の仕入れは、妥当な数でした。（快晴だった為） 

 ・次年度に向けて販売の再度協議する。 

 

『行事当番＜体育大会＞』担 当：庶務 

I. 報告事項 

４月２１日（土） 新旧役員引き継ぎ後ファイル内容確認 

５月 １日（火） 打ち合わせ。前副会長よりデータ（USB,紙資料）引取 

１２日（土） 打ち合わせ。会長、副会長に事前確認事項を提出  

１６日（水） 事前資料（事前確認事項、お手伝いのお願い、体育大会資料）作成 

１９日（土） 行事別当番振り分け 

２３日（水） 副校長、石井先生、会長、副会長、庶務で事前打ち合わせ 

II. 感想 

保護者の皆様のご協力のもと大きな事故等なく終えることができました。ご協力ありがと 

うございました。 

III. 反省点・改善点 

          ・敬老席はテントが２つになり多くの方が座る事が出来て良かったです。 

その反面、保護者の観覧場所が減り、競技を見にくいので保護者観覧場所を広げて欲し

いという意見がありました。 

・受付のチェックは、再入場の度に必要なのか。シールを貼って再入場の確認を簡単にす

ると受付もスムーズに流れると思います。 

 

５．協議・連絡事項 

① PＴＡ会費集金の状況（学級、会計） 

    ６月６日（水）に PTA 会費を集金いたしました。皆様のご協力ありがとうございました。 

 

② 学校から「緊急医療費預け金」拠出の依頼について（校長、会長） 

「緊急医療費預け金」として毎年度に PTA 会費から１０万円を預託することについて、今年度も賛成

多数のため拠出することを承認しました。 

 

③ 今後の PTA 活動にあたって（副会長、会計） 

◇運営委員会とは 

＊学校・役員・委員会からの報告・連絡のほか、PTA として関わる事柄について協議 

＊今年度は６/12（火）・７/１０（火）・９/４（火）・１０/２（火）・１１/６（火） 

１２/４（火）・201９/２/5（火）・３/５（火）以上８回開催予定 

＊PTA 室にて１８：３０開始１９：３０までに終了（１８：００～役員会） 
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◇印刷は PTA 用の用紙を使用。学校の確認後、印刷。（試験一週間前から試験終了日まで印刷室の使

用は禁止） 

◇運営委員会終了後、活動費配布（各学年代表・委員会の委員長） 

 

④ 行事別当番について（副会長） 

各行事担当責任者は副会長から当番の名簿原票を受け取り、マニュアルに沿って準備を行い、各当番

へお手紙を配布する。 

 

⑤ 「進学フェア in 調布２０１８」について（副会長） 

日時：７月２９日（日）１０：００～１６：００ 

場所：電気通信大学/B 棟 

多くの高校（２８校の予定）が学校説明のため参加されます。（案内は７月に配布します） 

３年生はもちろん、保護者の皆様、１，２年生の生徒・保護者の皆様もご来場ください。 

 

⑥ 「国領地域盆踊り大会」模擬店およびトランシーバー購入について（副会長） 

日程：８月３日（金）８月４日（土） 雨天予備日８月５日（日）/今年度もカレーを販売。 

＊トランシーバーの購入について：盆踊り大会、耐寒マラソンなどの行事に使用するため。 

見積もり：本体６台分２１万円と６台分電波利用料：毎年４５０円×６台分（年間２，７００円） 

購入することを拍手により承認しました。 

 

⑦ 合唱コンクールの保護者参加について（会長） 

練習時間がとれないため今年度も保護者の参加は見送ることとさせていただきます。 

 

⑧ 新成人を祝う会の六中の旗について（会長） 

六中のブースをわかりやすくするために目印の旗を購入することを拍手により承認しました。 

見積りをとり、継続して協議する。 

 

⑨ ＰＴＡだよりのＨＰ掲載について（会長） 

Web 化に向けて継続して協議する。 

 

⑩ 家庭教育セミナーの実施について（会長） 

ここ数年実施がないため今年度も実施は見送ることとさせていただきます。 

 

６．今後の予定（前述項目と重複記載有り） 

１．役員関連 

・ ６月１５日（金） Ｐ連ブロック会議（会長） 

・ ６月２７日（水） Ｐ連第１回理事会（会長） 

・ ６月２９日（金） 国領地域盆踊り大会実行委員会・出店者会議（会長、副会長） 

・ ７月 ７日（土） オリ・パラリンピック講話/学校公開日（庶務） 

        学校評議員会 学校関係者評価委員会（会長） 

２．専門委員関連 

・ ６月２２日（金） セーフティー教室（学級） 

・ ６月２２日（金） 地区協議会「こくりょうみんなの広場」運営委員会①（校外生活） 

・ ６月中旬    通学路パトロールお手紙 印刷・配布（校外生活） 

・ ６月中     卒業アルバム代金等学校と打合せ（第３学年） 

・ ７月 ２日（月） 社会を明るくする運動（校外） 

・ ７月中     ３年保護者卒業対策費についてのお知らせ配布予定（第３学年） 

  

 

 

 

PTA へのご質問、ご意見は右記のアドレスまで！ chofu_6_pta_2018@yahoo.co.jp （会長）                     

以上 

第２回運営委員会 ７月１０日（火）1８：３0～（ＰＴＡ室） 
  協議事項の予定：「国領地域盆踊り大会」について＊役員会１８：００～（２F応接室） 
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