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９月４日（火）に第３回運営委員会が開催されましたのでご報告いたします。 

今回は台風の影響で、学校での開催が中止になりました。代替案として、LINE グループのトーク上で

オンラインの臨時役員会兼運営委員会を開催しました。会長挨拶は動画配信、審議事項は LINE 投票を

使って決を採りました。どうぞご一読ください。 

 

第３回運営委員会報告 
 

１．会長あいさつ 

進学フェア、盆踊りと皆さんお疲れ様でした。盆踊りは記録的な酷暑でしたが誰一人熱中症にならず、何と

か乗り切って頂きました。来年は調理室のエアコンが使えますのでご安心ください。 

さて、8/15は終戦記念日。先の大戦で散って行った先人たちの事を忘れず、二度と戦争を起こさないよう

にしたい。昨年私は東京都硫黄島に慰霊祭の為に自衛隊機にて渡島しました。この島には未だ１万柱もの遺骨

が眠ったままです。そのような事実を学び、戦争の悲惨さを伝えてゆく事、それこそが「戦争のない未来を創

る事」に繋がります。是非、お子さんとも戦争について語り合ってみては如何でしょうか？ 

先日 NHK の取材を受けました。私のライフワークである自然教育活動についてです。今回は調和小の池「コ

コイケ」を維持管理しているココイケサポーターズについてご紹介させて頂きました。放送日は 9/10、9/17

（再放送）BSプレミアム「TOKYO ディープ」という番組です。ご興味がありましたらご視聴ください。 

今回は台風による急な中止につき、急遽 LINE にて会議を開催致しました。活発な意見も交わされ、有意義

な会議となりました。場に応じた創意工夫も PTA ならではです。できるときに、できるひとが、できること

をする。誰もが無理なく参加できる PTA にしてゆきたいと考えております。 

 

２．校長先生あいさつ 

台風の影響で学校での開催中止のため不参加 

 

３．副校長先生あいさつ 

台風の影響で学校での開催中止のため不参加 

 

４．委員会からの報告 

・学校行事 

７月２０日（金） 終業式 

８月２８日（火） 始業式・避難訓練 

９月 １日（土） 学校公開日・学校評議員会（会長） 

・Ｐ連・地域行事 

７月２９日（日） 進学フェア in 調布２０１８（会長、副会長、書記）電通大にて 

・運営委員会行事（学校、Ｐ連と重なる項目は割愛） 

７月１２日（木） 国領地域盆踊り大会第２回実行委員会（副会長） 

７月１３日（金） 第１回通学路パトロール（校外） 

         地区協議会「こくりょうみんなの広場」第２回運営委員会（校外） 

８月 ３日（金） 国領地域盆踊り大会 会場設営・司会（会長） 

         国領地域盆踊り大会 仕込・模擬店・会場警備(一日目担当役員・三役） 

   ４日（土） 国領地域盆踊り大会 仕込・模擬店（二日目担当役員・三役） 

   ６日（日） 国領地域盆踊り大会 会場片付け（会長・副会長） 

P T A だより ９月    平成３０年９月２５日 
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８月１９日（日） 三役会 

８月２０日（月） 国領地域盆踊り大会 会計監査（会計・副会長） 

８月２２日（水） 国領地域盆踊り大会実行委員会・反省会（会長・副会長） 

８月２４日（金） 地区協議会「こくりょうみんなの広場」第３回運営委員会（校外） 

※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について」 たづくり 

                  今年度は学校公開日と重なっている為、公式には参加せず。 

・専門委員会 

『学年委員会』 

１年、２年、３年 上記以外特になし 

『推薦委員会』 

８月２４日（金） 担当係及び方針決め 

10 月の運営委員会までに配布お手紙準備 

『文化厚生委員会』 

８月２８日（火） 「教育シンポジウム」お手伝いへの案内配布 

９月 １日（土） 「教育シンポジウム」参加 

『広報委員会』 

７月１０日（火） 広報誌配布準備 

７月１２日（木）、１３日（金） 部活写真撮影 

７月１３日（金） 広報誌配布 

『校外生活委員会』 

７月 ８日（日） 調和地区防犯ポスター掲示の貼り替え作業 

７月１３日（金） 国領地域盆踊り大会・警備お手紙印刷・配布 

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 

８月 ４日（土）、１６日（木） 国領地区防犯ポスター掲示の点検・貼り替え作業 

 

『行事当番＜第１回 通学路パトロール＞』担 当：校外 

I. 活動報告 

６月１３日（水） 第 1回通学路パトロールのお手紙印刷・配布 

７月１３日（金） 第 1回通学路パトロールパトロール実施 

         ・参加当番人数 13 名(校外生活委員三名含む) 欠席者なし、参加の先生方 11名 

         ・国領、柴崎、調和の 3グループに分かれ、19 時から 45 分程度パトロール実施。 

パトロール終了後、口頭にて感想、意見等を頂きました。 

II. 感想 

・3 コースともポストを押さえて設定されており、良かった。 

・「国領地区」ヨーカドーのフードコート(外から確認)、赤い広場、三角公園等の生徒が 

  居そうなポイントも押さえてあり良かった。 

・「国領地区」国領図書館脇の道が狭くて危ないと思った。 

・途中で数名の六中生に会い、声かけをした。 

III. 反省点・改善点 

・今年度は 11 名の先生方が参加して下さり、警棒、ベストが足りなかった。 

・平日よりも、何かのイベント等の後のパトロールの方が良いのではないか？ 

 

『行事当番＜進学フェア in 調布 201８＞』担 当：三役・書記 

  開催：２０１８年７月２９日（日）＠電気通信大学・Ｂ棟の１階及び２階 

         ９時３０分開場・受付開始／１０時〜１６時３０分まで説明会／以後片付け 

受付補助、二校の担当高校を補佐 

I. 報告・感想 

・高校の参加の有無について返信ハガキの集約を担った。 

・今年度も議事録を担当。それにより全体の状況と重要点・課題が把握出来た。 

・今年で１０年目を迎え、年々来場者数も増えている。 

 夏休みの最初のこの時期に進学について考えるよいきっかけとなれば幸い。 

II. 次年度申し送り事項 

・10 月３1 日（水）第４回実行委員会（反省会）を経て報告 

  

『行事当番＜国領地域盆踊り大会＞』担 当：三役・役員 
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開催：２０１８年８月３日（金）、４日（土） １８時半～２１時  六中にて 

I. 会計報告 

収入  98,４00 円  １日目 51,８00 円 259杯 （１杯 200 円） 

２日目 46,600 円 233 杯 

         支出   67,292円  米、野菜、肉、カレールー、器 ほか 

                  純利益 31,108円 

II. 報告・感想 

【仕込み】 ・今年度は家庭科準備室の冷蔵庫が使用できたため、１日目に肉・野菜の 

 ２日分を配達してもらえた。 

・例年通り暑かった為、冷房の効いた PTA 室に交代で休憩に入った。 

 → 来年度からは家庭科室にエアコンが設置される予定。 

・２日間とも早く完売した為、片づけも早く終わり楽だった。 

【模擬店】 ・１日目は、お手伝いの人数が少なく大変だった。 

      ・早くに完売したため、後半のお手伝いの方が暇になってしまった。 

      ・トランシーバーの電波が悪く、家庭科準備室との連絡に苦労した。           

III. 反省点・改善点 

【仕込み】 ・２日間とも早くに完売し、ご飯が余ったので、来年度からはカレーを 

       もうひと鍋増やした方が良い。 

【模擬店】 ・会計も含めて、お手伝いの人数は７人必要。 

      ・トランシーバーの有効活用を検討した方が良い。 

【会場準備/片付け】 

・お手伝いの人数は、もう少し少なくて良い。 

 

『行事当番＜国領地域盆踊り大会・警備＞』担 当：校外 

I. 活動報告 

盆踊り大会全体のパトロール、バックネット公園前交差点の交通整理等にあたった。 

II. 感想 

四ヶ所のパトロールだったため人手が足りない。特にバックネット公園前交差点はパトロ

ールと言うより歩行者の安全確保のための交通整理があり、二人は固定で配置したい。 

III. 反省点・改善点 

・人数の関係で、体育館そばや校舎裏側のパトロールが手薄になってしまった。 

・ロープ等の仕切りがないため、模擬店の裏側に入ってくる人が多かった。注意しても次々

に入ってくるので、防ぎきれなかった。レジャーシートを敷いている人もいた。 

・ゴミを校庭に捨てる人が多くお手伝いの人はパトロールよりゴミ拾いをする方が多かっ

た。模擬店以外のゴミがたくさん落ちていたように見えた。(外からの持込み飲食物等) 

・トイレに男女の記載がなく迷う人が多く都度対応に追われた。来年度は記載が必要。 

・お手伝い集合場所の「六中テント」が分かりづらく、事前にお知らせしておくと良い。 

※バックネット公園前交差点のパトロールに関して地域の方々との連携の必要性を感じた。 

 

５．協議・連絡事項 

1. 「国領地域盆踊り大会」実行委員会へ参加して （副会長） 

来年度１日のみ開催案についてのご意見と模擬店の内容について 

・実行委員会で１日案も出ていたようだが、話し合いの結果２日間やることになった。来年度も２

日間やる方向。 

・毎年来ている人や実行委員会でも『六中のカレーが楽しみ』『お腹にたまるものがあまり無いか

らカレーがあると安心』などの意見が出ていた。大変だが次年度も２日間参加で良いのでは。 

・三役の負担を軽減できれば次年度役員決めもやり易くなるのではないか。実行委員会の参加は避

けられないが、次年度三役の状況で模擬店を１日だけにすることも選択肢としてあって良い。 

・準備は昨年度の副会長が詳しく残してくれたので、引き継ぎができればやる内容には問題ない。 

・負担を減らすためメニュー変更もありではないか？ ホットドッグなどどうか？ 

- 隣のテントでフランクフルトを売っていたのでホットドッグはかぶる。いろいろ考えるとやは 

りカレーがいいのでは。カレーはゴミの処分が大変だが作るのはスムーズだった。 

2. 購入したトランシーバーを使用してみて＆今後の使いみちについて 

・盆踊りの模擬店と調理室をつなぐのにトランシーバーを使用した。「ご飯がもうすぐ無くなるの
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で次のご飯を持ってきてください」というような連絡をした。 

・模擬店と調理室の間の電波状態が悪く、直接繋がらずピロティだと繋がるので、ピロティまで走

って行って通話した。来年はなにか対策を考えたほうがよい。 

・今後の使いみちについて 

- 体育大会でも有効に使えるのではないか。 

- 9 月 15日（土）に国領小学校地域の防災訓練があり、トランシーバーを借りたいと掘前会長 

から依頼があり貸し出すことにした。 

3. 「推薦委員会の発足と三役立候補募集作戦」について （担当学級） 

・先月、係決めと方針決めの話し合いをした。今年の推薦委員会の方針として、 

- 互選会は行わず、立候補と推薦を募り声をかけていく方針を考えている。 

- 10 月の運営委員会までに、お手紙を作成して全員に配布する。提出は 1年、2年は必須、3

年は任意。お手紙配布時と提出前日に安心安全メールを送りたい。 

4. レジュメに載せる文章の記載について 

・行事当番の報告は簡潔にわかりやすくしたい。例えば印刷日や配布日、打ち合わせた日などは記 

載しなくても、それぞれの役職で引き継ぎをすれば大丈夫だと思う。 

5. 六中の「のぼり」について 

・制作依頼先を協議の結果、多数決でネット業者ではなく調布市内の業者へ依頼することにした。 

 

６．今後の予定 

１．役員関連 

９／１２（水） 小中連携協議会 

９／１５（土） P 連講演会「災害時 72 時間生きるために～親は？子は？」 多摩中 

２．専門委員関連 

９／ ７（金） 第２回通学路パトロール（校外） 

９／１５（土） 国領小地区防災訓練お手伝い参加（校外） 

９／２８（金） 地区協議会｢こくりょうみんなの広場｣第 4回運営委員会（校外） 

１０月予定   保護者宛にお手紙を配布（第３学年） 

 

７．その他 

・ 各委員会へお知らせ 

  各委員会活動費の中間確認をします。次回 10月の運営委員会で「会計報告書」と「領収書添付

用紙」を持参いただくよう、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

第４回運営委員会 １０月２日（火）1８：３0～（ＰＴＡ室） 

  協議事項の予定：「来年度三役推薦」について、活動費の中間監査、等 

※役員会  同日 1８：０0～（2F 応接室） 


