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７月１０日（火）に第２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２回運営委員会報告 
 

１．会長あいさつ 
 

今月も盆踊り、進学フェアと PTA 活動も忙しい時期ではありますが、何卒宜しくお願い致します。 

先月の街灯切れの際の対応に続き、この場では色々地域の話をさせて頂こうと思っております。 

毎年野川クリーン作戦が川岸にて行われていますが、本当にゴミが多く捨てられているのは実は川の中な

のです。 

最近、調和小付近の箕輪田橋で夜間、定期的にシュレッダーのゴミの不法投棄が行われています。 

裁断したけど不安だから川に流してしまおうという輩の仕業でしょう。私は定期的に野川の川底の清掃を

行っており、その紙ごみの回収に非常に難儀しております。本件、あまりに悪質と判断し、現在調布警察

署に通報し、対策を練っております。 

古くから日本には“水に流す”という事は良い意味でとらえられていましたが、自然環境はそうはいき

ません。河川に流れたゴミは海に流れ出し、海産物を通じて再び我々の食卓に戻ってきます。現在海産魚

類の体内よりマイクロプラスチックが検出され、その危険性を物語っています。 

自分さえよければと思わず、一人一人が環境の事を気遣ってください。お子様とも是非話し合ってみてく

ださい。 

ちなみに不法投棄は 5 年以下の懲役もしくは 1 千万円以下の罰金又はこれの併科となっております。 

ご注意ください。 

 

２．副校長先生あいさつ 
 

PTA の皆様、こんばんは。夏休みまであと１０日となりました。振り返ると１学期も PTA の皆様の

ご協力のおかげで体育大会、セーフティ教室、保護者会等の行事が円滑に運営することができました。本

当にありがとうございました。 

夏休みはお子様にとって家庭や地域で過ごす時間が増えることとなりますが、生活リズムが学校のある

時と同じようになりますように、規則正しい生活を心がけて欲しいと思います。２学期に元気な姿で登校

してくれることを切に希望しております。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。 

   最後に、通学路パトロール、盆踊りと夜をメインとした PTA 活動も多くなりますが、ケガや事故、ト

ラブルに遭いませんように充分に注意して、ご参加をお願いしたいと思います。 

 

３．委員会からの報告 

・学校行事 

６月２０日（水）～２２日（金） 期末考査 

６月２２日（金） セーフティ教室・交通安全教室（学級） 

７月 ２日（月） 社会を明るくする運動（生徒・校外）  柴崎駅にて 

７月 ７日（土） オリンピック・パラリンピック講話／学校公開日（庶務）・保護者会 

 

・Ｐ連・地域行事 

６月１５日（金） Ｐ連ブロック会議（会長） 

６月２４日（日） P 連体育行事バレーボール大会 国領小＆第六中チーム 

P T A だより ７月    平成３０年７月２０日 
調布市立第六中学校 

PTA 会長 磯邉 隆 
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６月２７日（水） Ｐ連第１回理事会（会長） 

７月 ７日（土） 学校評議員・学校関係者評価委員会（会長）  

７月 ９日（月） 進学フェア in 調布２０１８第３回実行委員会（会長・副会長） 

 

・運営委員会行事（学校、Ｐ連と重なる項目は割愛） 

６月１６日（土） 三役会 

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２７日（水） ＰＴＡだより６月号発行（書記） 

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） 

 

・専門委員会 

『学年委員会』 

７月１０日（火） 推薦委員についての打ち合わせ（1 年・2 年） 

 

『文化厚生委員会』 

６月 ２日（土）  体育祭でのリサイクル販売。売り上げ 3400 円。  

 

『広報委員会』 

６月１７日（日） 広報打ち合わせ②  ＰＣ入力後の原稿チェック 

６月１８日（月） 印刷業者に今後のスケジュール確認 

６月２０日（水）～２８日（木） 原稿チェック（ＰＴＡ三役と副校長先生へ依頼） 

６月２９日（金） 印刷会社へ原稿入稿 

７月 ６日（金） 印刷仕上がり最終チェック 

７月１３日（金） 生徒配布日 

 

『校外生活委員会』 

６月 １日（金） 通学路パトロール打ち合わせ 

６月１３日（水） 第 1 回通学路パトロールお手紙印刷 

６月１４日（木） 第 1 回通学路パトロールお手紙配布 

６月２０日（水） 調和地区防犯ポスター掲示の確認作業 

６月２２日（金） 地区協議会｢こくりょうみんなの広場｣第 1 回運営会議出席 

７月 ２日（月） ｢社会を明るくする運動｣駅頭広報活動 

 

『行事当番＜セーフティ教室＞』担 当：学級委員 

I. 報告事項 

６月２２日（金）  セーフティ教室 

予定していた９名の方全員が講演会・協議会に参加。アンケート記入。 

II. 感想 

・スーパードライバーズのスタントを目の前で見ることができ、迫力のある実演で、事故

が起こるとわかっていてもその衝撃の強さに恐怖を感じました。また、事故が起きやす

いケーススタディや、被害者だけでなく加害者になり得ることも丁寧に説明があり、子

供達にとっても、安全に自転車に乗る意識を高めるきっかけになったと思います。 

・協議会では、市の職員の方や警察の方のお話を聞き、子供達がルールを守れる大人に 

育つには、保護者、大人達が正しいルールを守りお手本になる必要があると改めて思い

ました。 

III. 反省点・改善点 

・講演会は見るだけでお手伝いと呼んでよいものか疑問が残る。 

・参加者のアンケートでは、全員がとても意義のある教室だったという意見だったのに対

し、お手伝いの方以外の参加はゼロだったので、もっと参加を促してもよいのではない

か。 

・日差しが強い中で長時間、子供達は帽子も被らずにいたのが、気になった。熱中症対策

などは？ 
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『行事当番＜オリンピック・パラリンピック講話＞』担 当：庶務  

I. 報告事項 

7 月 ７日（土）オリンピック・パラリンピック講話。 

 

II. 感想 

保護者の皆様のご協力のもと問題もなく無事終える事ができました。 

  

III. 反省点・改善点 

当日は体育館で進路説明会→講話→保護者会があり会場のセッティングについて先生

方と段取りができていればもう少しスムーズにできたのではないかと思いました。 

       

『行事当番＜第１回通学路パトロール＞』担 当：校外生活委員  

※実施予定日 7 月 13 日（金） 次回の運営委員会で報告予定 

 

４．協議・連絡事項 

① P 連「進学フェア in 調布２０１８」について（副会長） 

日程：７月２９日（日）１０：００～１６：００ 

場所：電気通信大学 B 棟にて 

・２６校＋１団体が参加します。 

・先日、生徒にお便りを配布しました。（お便りの下部の参加受付票あり） 

・参加人数の集計のため、参加受付票を当日必ずご持参ください。 

・参加受付票は２名分しか付いていませんが参加は何名でも可能です。 

３名以上でご来場の場合は、当日受付で伝えてください。 

・特に３年生の保護者の皆さんは、ご活用ください。 

・１，２年生の参加や複数の保護者の参加も可能です。 

※配布されたお手紙をご確認いただいき、ご来場ください。 

 

② 「第３９回国領地域盆踊り大会」模擬店・タイムテーブルについて（副会長） 

日時：８月３日（金）～ ４日（土）（雨天の場合５日（日）まで） 

・六中 PTA として昨年同様「カレーライス」の出店をします。 

 

③ Ｐ連／施設改善・環境整備要望書の提出について（会長） 

六中から市へ施設改善・環境整備要望を提出します。 

・２階にある教職員、来賓用の下駄箱の新調 

・通学路の危険箇所について 

 

④ Ｐ連／理事会での協議事項（会長） 

調布市内の公立小中学校の会長と情報交換しています。 

六中 PTA で活用できる情報を持ち帰り、積極的に発信していきます。 

・講習会や講演会の企画に P 連から補助金が出ます。何か企画したいことがあれば申し出下さい。 

 

⑤ トランシーバーと六中の旗の購入について（会長） 

・トランシーバーについて、低価格のものでも充分使用できるということで再度、見積もりをとり

購入することになりました。 

・六中の旗についても継続して協議します。 

 

⑥ PTA へのご質問・ご意見について（会長） 

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  

にお願いします。 

六中のホームページでも PTA だよりが閲覧できます。 

 

⑦ 広報誌『絆』の配布について 

地域の方々へ確実に配布するため、送料は PTA 負担にて学校から郵送することになりました。 

 

mailto:chofu_6_pta_2018@yahoo.co.jp


 

 - 4 - 

５．今後の予定 

① 学校・役員関連 

・ ７月１２日（木） 国領地域盆踊り大会 第 2 回実行委員会(会長・副会長) 

・ ７月２０日（金） 終業式 

・ ７月２９日（日） 進学フェア in 調布２０１８ 

・ ８月 ３日（金） 第３９回国領地域盆踊り大会 １日目（雨天時８月５日（日）まで） 

・ ８月 ４日（土）      〃        ２日目 

・ ８月 ５日（日） 盆踊りの片づけ 

・ ８月２８日（火） 始業式 

・ ９月 １日（土） 学校公開日 

・ ９月 １日（土） 調布市教育シンポジウム「調布市の不登校対策」 

         たづくり１２階 大会議場 ９：３０～１１：３０ 

 

② 専門委員関連 

・ ７月上旬     調和地区防犯ポスターの張り替え作業（校外生活） 

・ ７月１３日（金） 通学路パトロール（校外生活） 

・ ７月１３日（金） 地区協議会「こくりょうみんなの広場」第２回運営会議出席（校外生活） 

・ ７月１３日（金） 国領地域盆踊り大会・警備お手紙印刷・配布（校外生活） 

・ ７月１３日（金） 第２回通学路パトロール(9/7 予定)お手紙印刷・配布（校外生活） 

・ ７月中旬     国領地区防犯ポスター掲示の確認・張り替え作業（校外生活） 

・ 一学期中   三年生保護者向け卒業対策費についてのお手紙印刷配布（第３学年） 

・ ８月 ３日（金） 国領地域盆踊り大会・警備（校外生活） 

・ ８月２４日（金） 地区協議会｢こくりょうみんなの広場｣第 3 回運営会議出席（校外生活） 

 

６．その他 
 

・ 行事当番の方へのお手紙の配布は宛名に○年○組お子さんの名前をフルネームで記入し配布す

るようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

第３回運営委員会 ９月４日（火）1８：３0～（ＰＴＡ室） 

  協議事項の予定：「三役推薦活動」等 

※役員会  同日 1８：０0～（2F 応接室） 


