
・このお便りは、四中の全保護者に配布しております 

 

 

 

 

 

 

                        

 新入生保護者の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

在校生保護者の皆さん、進級おめでとうございます。 

新型コロナウイルス感染症に伴う長い休校措置により、誰も経験したことのない日々が続き、本校ＰＴＡ

活動も例年どおりのスタートを切れずにおります。 

今後の活動については、学校再開後の予定を見ながら検討していく予定です。 

 

今号の目次： 

１．四中ＰＴＡ紹介 

２．ＰＴＡアンケート実施報告 

 

 １．四中ＰＴＡ紹介 

入学式・始業式の日に、令和 2年度改定版の「ＰＴＡの会則としおり」を全家庭に配布いたしました。 

今回は、本校ＰＴＡ活動の紹介をさせていただきます。会則とあわせて、今後皆さんが参加されるＰＴＡ

活動の参考となれば幸いです。 

 

① 令和 2年度 本部役員紹介 

   

役 職 クラス 氏 名 

会 長 ３－３ 富田 耕一郎 

副会長 ３－３・１－４ 大野 幸子 

副会長 ３－１・１－１ 吉村 由美 

書 記 ３－２ 星野 正雄 

書 記 ３－３ 山本 美知 

会 計 ２－３ 伊藤 美佐子 

会 計 ２－２ 遠藤 道子 

 

② 担当役員・クラス委員について 

本校ＰＴＡでは、昨年度より各委員会制度を廃止し、全体で 18名以上の「担当役員」と、 

各クラス 2名の「クラス委員」で各種ＰＴＡ業務を執り行っています。 

担当役員とクラス委員の詳細につきましては、別紙「担当役員・クラス委員・四中サポーター詳細」をご覧

ください。 

この担当役員・クラス委員と校長・副校長、本部役員で「運営委員会」を年に数回開催し、活動報告や 

各種決議を行います。 

担当役員とクラス委員は例年では新年度最初の保護者会でクラスごとに選出し、担当役員は後日 

互選会で担当業務を割り振ります。今年度の選出方法・選出時期は追ってお知らせいたします。 

ＰＰＴＴＡＡニニュューースス 

 

令和 2 年度 

第 1 号 

 

令和 2年 5月 12日発行 

調布市立第四中学校 PTA 

会 長：富田 耕一郎 



 

③ 四中サポーターについて 

ＰＴＡ会員の皆さんは「四中サポーター」として各種活動の支援をお願いいたします。 

サポーター活動の詳細は別紙をご覧ください。サポーターの募集は主に年度初めに行いますが、必要に応じ

随時募集することもあります。 

 

④ 同好会について 

現在、本校ＰＴＡでは以下の同好会が活動中です。 

・バレーボール 

・バドミントン 

・合唱 

 近日中に各同好会から会員募集のお便りを配布する予定です。 

 

⑤ ＰＴＡ専用メールについて 

今年度より、ＰＴＡ会員の皆さんへの連絡をよりスムーズに行うため、外部メールサービス「マメール」

を利用したメール連絡を行うこととなりました。 

入学式・始業式の日に参加のお願いと参加方法のお便りを配布し、すでに約 280名の皆さんにご参加いた

だいております。まだご参加されてない方は、この機会に是非ご登録ください。 

 

<メールアドレス> chofu4.jrh@mamail.jp 

<ＱＲコード> 

       

※ メールアドレスを入力するかＱＲコードを読み取って空メールを送信してください。件名・本文 

ともに何も記載しないでください。 

※ 登録完了メールと同時に、プロフィール入力案内が届きます。この際「@mamail.jp」からのメールを

受信できる状態にしておいてください。完了メールが届かない場合、迷惑メールに振り分けられてい

る可能性もありますので、そちらもご確認ください。 

※ 登録に関してご不明な点がありましたら、chofu4.2019pta@gmail.com までお知らせください。 

※ ソフトバンクの携帯は、「URL リンク付きメール拒否」の設定をしていると、「入会お礼メール」が届

きません。設定を確認ください。 

※ 携帯電話の機種によっては、空メールが送信できないものもございます。 

そのような機種で入会作業をする場合は、件名は何も入力せず、本文の先頭に「入会」の漢字 2 文字

のみを入力して送信してください。 

 



 

別紙 担当役員・クラス委員・四中サポーター詳細 

＊役割は昨年度までの内容です。今年度は行事などに変更・中止の可能性があります。 

 

名称 役割 

クラス委員 

各クラスより 2 名（正副なし） 

クラス、学年の親睦を図る  運営委員会への出席 

次年度ＰＴＡ本部役員の選出 

次年度、クラス委員と担当役員選出の進行役 

卒業ＤＶＤ制作委員として 3 年生の委員を中心に卒業記念品制作にあたる 

 

担当役員 

（各クラスより候補を 2～3名選出、担当は互選により決定、役員会・運営委員会に出席） 

四中サポーター統括担当 

（2～3名） 

ＰＴＡ会員へのサポーター活動の周知を図り、各種行事のサポート業務を取り

仕切り、サポーターを集め、その業務を管理する。 

地区協担当 

（2～3名） 

若葉学校地区協議会に出席（月 1 回程度、夜）し、地区協が実施するイベント

を支援する。 

四中施設利用団体担当 

（2～3名） 

体育祭や夏祭りでの警備などを行う四中を利用する四中施設利用団体（正式名

称：目的外利用団体）の連絡窓口となり、業務実施日時や実施内容を周知・監

督する。目的外利用団体の会議に出席する。 

ＰＴＡ活動ＰＲ担当 

（2～3名） 

ＰＴＡ活動をＰＴＡ会員に広く伝えるために、各種活動を取材し記事にし、 

ＰＴＡニュースに追記したり、独自紙面を作成し配布する。 

P 連施設改善担当 

（2～3名） 

校内もしくは学校周辺の施設の改善要望をＰＴＡ会員から募り、集約し、要望

書にまとめてＰＴＡ連合会の専用ページで申請を行う（申請は年 1回） 

進学フェア担当 

（2～3名） 

調布市立学校ＰＴＡ連合会主催で毎年 7月に開催される都立高校合同説明会 

「進学フェア in調布」の運営の一部業務を担う。ＰＴＡ連合会の指揮の下、 

実行委員として必要な会議（年 4回、夜）への出席・担当高校との連絡・ 

当日の運営にあたる。フェア実施後は報告書を作成し関係各所に発送する。 

→令和 2年度の進学フェアは 9 月開催予定（4 月末現在での見込み） 

制服などリユース担当 

（2～3名） 

本校卒業生から不要となった制服や体操服などを収集・整理し、再利用を 

希望するＰＴＡ会員に配布する。 

 

 

四中サポーター ※令和 2 年度の日程は未定です 

行事 日程 参考（令和元年度）       時間 内容 

あいさつ運動 

(各日 5名) 

令和元年度は 5月下旬

の月～金のうち 1日 

8時～8時半 登校時間帯に正門・西門で 

挨拶活動 

体育祭受付 

(20 名) 

令和元年度は 6月上旬 

の土曜日 

午前      正門・西門での受付 

進学フェア 

(8 名程度) 

令和元年度は 7月下旬 

今年度は 9月以降で検

討中 

午前または午後 会場の電通大で受付及び 

参加者人数の集計 

※会場調整中 



夏祭りパトロール 

(各日 4～6名) 

令和元年度は 7月・8月 18時半から 

1時間程度 

おらほ仙川・つつじヶ丘・ 

神代団地の各夏祭りでの 

児童・生徒の見守り 

合唱祭 

(18 名) 

令和元年度は 

10月下旬 

9時半～14時頃 会場の調布グリーンホールで

受付及び扉の開閉 

あいさつ運動 

(各日 5名)  

令和元年度は 11月上旬

の月～金のうち 1日 

8時～8時半 登校時間帯に正門・西門で 

挨拶活動 

 

 

★新成人を祝う会の係・・・新３年生各クラス３名以上 

こちらはあくまでも係です。担当役員・クラス委員のカウントには入りません。 

仕事内容・・自分の子どもが成人式を迎えた年（５年後）に、成人式前の「祝う会」（グリーンホール 

小ホール）でのブース展示物等の作成・設置などを行います。 

 

 

＜任期について＞ 

・本部役員の任期は２年まで可能です。任期が終わったら 10年は「本部役員」「担当役員」「クラス委員」

の選出候補にはなりません。 

・担当役員の任期は 1年です。担当役員を引き受けたクラスのお子さんが卒業するまで、その学年において

「担当役員」「クラス委員」の選出対象から外れます。ただし本人の希望があれば選出候補になることがで

きます。 

きょうだいが在学している場合は、その学年では「担当役員」「クラス委員」の選出対象となります。 

・クラス委員の任期は 1年です。クラス委員を引き受けたクラスのお子さんが卒業するまで、その学年にお

いて「クラス委員」の選出対象から外れます。ただし本人の希望があれば選出候補になることができます。 

きょうだいが在学している場合は、その学年では「担当役員」「クラス委員」の選出対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．ＰＴＡアンケート実施報告 

市立小・中学校の臨時休業が実施されて以来、ＰＴＡ本部役員と学校では、以下のようにたびたび会談の 

機会を設けることがありました。 

 このたび緊急事態宣言が延長されるにあたって、保護者の声を学校に直接届けることを目的としたアンケ

ートをＰＴＡ専用メール登録者対象に実施し、その結果を学校にお伝えしたことをご報告します。 

 アンケートにご協力いただきました皆さん、ありがとうございました。 

 

4月 2日 ＰＴＡ会長と校長・副校長で面談。今後の予定の見通しなどについて確認 

4月 8日 学校より全家庭へ、登校日中止についてメール連絡 

4月 22日 ＰＴＡ会長から副校長へ電話連絡、今後の予定などについて確認 

4月 23日 学校より全家庭へ、課題と学校だよりのＨＰ掲載についてメール連絡 

     ＰＴＡ会長よりＰＴＡ専用メール登録者へ、副校長との会談報告 

4月 24日 調布市教育委員会より、市立小・中学校の 5月 7日・8日の休業発表 

     学校より全家庭へ、5月 9日の休校連絡 

4月 27日～5月 1日 学校より全家庭へ、生徒の様子等について電話聞き取り 

5月 5日 ＰＴＡ会長よりＰＴＡ専用メール登録者へアンケート配信 

5月 6日 調布市教育委員会より、市立小・中学校の 5月 31日までの休業発表 

5月 7日 ＰＴＡアンケート締切 

5月 8日 ＰＴＡ会長以下本部役員 3名と校長・副校長で面談。アンケート結果の報告 

     学校より全家庭へ、臨時休業中の対応についてメール連絡 

 

アンケート集計結果は別添「休校中の家庭学習に関する四中ＰＴＡアンケート集計」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆◇◆ 1年間よろしくお願いいたします ◆◇◆◇◆ 

 

 


