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PTA会員各位

令和2年2月20日

調布市立第六中学校

ＰＴＡ会長

PTAだより – 2020年2月

２月４日（火）に第７回運営委員会が開催されましたのでご報告いたします。
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お集まりいただきありがとうございます。

相変わらず副会長の選出に苦戦しています。

みなさんお知り合いなどもう一度ご紹介い

ただきたく、ぜひご協力よろしくお願いし

ます。

PTAの皆様こんばんは。ご多用の中、お集まり

いただきありがとうございます。そして先月の

新成人を祝う会や耐寒マラソンにご協力いただ

いたことにも心より感謝を申し上げます。

さて今週は、１年生にとっては３か月以上にわ

たり準備に取り組んできた移動教室があります。

楽しんでもらうことはもちろんですが、スキー

の技術を習得するとともに集団生活の一員とし

て自分のふるまいを見つめ直すよい機会である

と思います。いずれにせよ、この移動教室が生

徒の皆さんにとって、貴重な経験として想い出

に残れば、と願っております。

次に３年生にとっては、一般入試の時期を迎え

ることになりました。明日５日の都立入試出願。

そして１０日の月曜日から始まる私立高校入

試・発表と続いていきます。３年生も、ラスト

スパートの学習段階に入っていることと思いま

す。

どうか希望の進路を勝ち取り、全員笑顔で卒業

式を迎えられることを祈念しております。

今年度も、あと２か月を切りました。残り少な

くなってきましたが、絆９８号の発行や卒業式

等、PTA活動へのご協力をどうぞよろしくお願

い申し上げます。

（出張につき欠席）

季節は少しずつ春に向かっているとはいえ、

まだまだ寒い日が続いています。

早いもので、年が明けて一か月が過ぎたと

ころです。

３学期は、第１学年の移動教室、第２学年

の校外学習、第３学年の高校入試などと、

さまざまな出来事があります。３年生にと

っては、第六中学校で過ごす一日一日がか

けがえのない思い出になることと思います。

いずれにおいても、保護者の皆様のご理解

ご協力があってのことと感謝しております。

心よりお礼申し上げます。

会長あいさつ

校長先生あいさつ

副校長先生あいさつ
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活動報告
○学校行事 ◇Ｐ連・地域行事 □運営委員会行事

月日 行事名 対応者

12/6(金),13(金) ◇通学路パトロール 校外

12/12（木） ◇教育懇談会 副校長、会長

12/21（土） ○学校公開日、道徳授業参観 庶務

12/25（水） ○終業式

1/7（火） ○始業式

1/11（土） ○学校公開日

1/12（日） ◇耐寒マラソン 学級

1/13（月）祝 ◇新成人を祝う会 学級(3年)、会長

1/18（土） ○調布市教育シンポジウム 文化厚生

1/25（土） □二役会 会長、副会長、地域コーディネーター

1年
2年
3年

とくになし
とくになし
1/13(月) 新成人を祝う会の見学とお手伝い、打合せ

1/18(土) 調布市教育シンポジウムに参加

12/4,12/11 国領小にて練習
12/21,1/4,1/18,1/25 六中にて練習
２月以降毎週土曜日六中にて練習予定

1/9(木)
1/12(日)
1/16(木)
1/20(月)
1/25(土)
1/27(月)

耐寒マラソン撮影許可申請
耐寒マラソン写真撮影、打合せを兼ねた懇親会（冬号写真確認等）
印刷会社にて絆 冬号原稿の受け取り、引継ぎ資料の作成開始
印刷会社へ冬号原稿の修正依頼
修正後の原稿を印刷会社から受け取り
副校長先生に冬号原稿確認依頼

12/6(金)
12/13(金)

通学路パトロール、みんなの広場主催地域パトロール
みんなの広場主催地域パトロール

1/10(金)
1/11(土)
1/12(日)

申込用紙を受け取り確認
誘導灯などを事前準備
耐寒マラソン実施

学年委員会

文化厚生委員会

広報委員会

校外生活委員会

専門委員
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今年のシンポジウムの議題は、調布市の障害者理解教育の推進でした。
小学校の先生や車椅子バスケット選手による講演がありました。普段聞けない小
学校での特別支援学校との交流や共同学習などを通じて「一人一人の子供のそれ
ぞれのニーズに対応した教育」を基本理念とし、どの子供も十分な教育を受ける
ことができ、共に学び共にいきる社会を目指して取り組んでいるなど、どの学校
も様々な工夫をしながら特別支援教育における障害者理解を授業に取り入れてい
るのがわかりました。

＜バドミントン部活動＞

耐寒マラソン
担当：学級

六中は屋外(広場)ではなく小ホールにブースを出していて、狭いスペースで大変
そうでした。六中は当時の学級と会長だけでしたが、他校は現役委員がお手伝い
に来ていたので、六中も準備段階を含め、学級はお手伝いしたほうがいいと思い
ました。装飾も寂しいので横断幕や旗があると良いと思います。予算は同窓会費
からなど知らないことも多く、引継ぎが５年後祝う会が終わってからなので、現
役のうちにある程度引き継げる体制があったほうがよいと思いました。今後、祝
う会全体の幹事校が持ち回りになるという情報もありました。

今回中学生は25名が参加
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協議事項
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委員・行事当番の仕事の整理について 会長

PTA活動における備品・
消耗品の購入について 会長

ノートPC・Wi-Fiルーターについ
てアンケートのご協力ありがとう
ございました。38名の回答で全員
の承認が得られました。ウイルス
対策に関してのご意見がありまし
たが、別途費用はかけず、
Windows標準の機能を利用します。

仕事内容がわからないので説明があ
れば検討したいという声があったた
め、 1/11(土)「令和２年度副会長
募集の説明会」を開催しましたが、
よいお返事は得られませんでした。
会長・副会長と相談して進めます。

PTA配布資料の件 会長

印刷を削減するため、「六中PTA
規約」を学校ホームページに公開
開始しました。

2020年度会長・副会長立候補
募集について 推薦委員(学級)

Ｎo. 行事
会
長

副
会

会
計

庶
務

書
記

学
級

校
外

文
化

広
報

お手
伝い

見直
し

確認事項

1 体育大会 ○ ○ ○ ○ 20 廃止 不審者対策のパトロールのみ実施(校外委員)

2 セーフティ教室 ○ 10 廃止

3 通学路パトロール ○ 24 廃止

4 進学フェア ○ ○ ○ 12 12

5 盆踊り大会 ○ ○ ○ ○ 80 80

6 教育シンポジウム ○ 6 廃止

７ 国領小地区防災訓練 ○ - - お手伝いは保留、当日参加の校外委員の仕事とする

8 合唱コンクール ○ 15 廃止

9 野川クリーン作戦 ○ 16 16

10 道徳授業地区公開講座 ○ 7 廃止

11 耐寒マラソン ○ ○ 25 25 推薦活動時期と重なるため文化厚生委員へ

12 学校保健委員会 ○ ○ 11 廃止

13 卒業式 ○ 8 廃止

14 入学式 ○ 6 廃止

15 こいのぼり祭り ○ ○ ○ 15 15

255 148

意見を踏まえ、来年度は以下の方針で進めます。実績を踏まえた微調整等は引き続き行っていきます。

会長 1 PTＡの顔として外回り、Ｐ連関係出席

副会長 3 ＰＴＡ活動全般のサポート、進学フェア担当

会計 2 ＰＴＡ会費の集金と管理、盆踊り、こいのぼり祭りのお金の管理

庶務 3 行事運営サポート（盆踊り、こいのぼり）、ＰＴＡ室の管理

書記 4 運営委員会レジュメ作成、ＰＴＡだより発行、進学フェア議事録・サポート

学級 10 ＰＴＡ会費集金、推薦委員（１・２年）、卒対（３年）、新成人を祝う会（３年）

校外生活 9 パトロール（体育大会、盆踊り大会）、地区協定例会出席、国領小地区防災訓練

文化厚生 9 サークル活動窓口、イベント企画、標準服リサイクル、野川クリーン、耐寒マラソン

広報 9 行事の写真撮影、広報紙発行（PTAだよりの特別号として発行し他校・地域への配布は廃止）
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役員・委員数と役割

家庭数（約300想定）を大きく下回るため、
1,2年生の家庭は年1回、3年生は任意参加
に変更

予定通り、同窓会と折半(35万円ず
つ)で支出します。卒業式の前週に
は体育館に設置する予定です。
末尾には「開校50周年記念実行委員
会・同窓会」寄贈、日付は令和元年
12月と記されます。体育館新調に合
わせて前倒しして寄贈したことを語
り継いでいってください。

校歌額について
会長・地域コーディネーター

来年度のボランティア募集のお
知らせ 地域コーディネーター

地域学校協働本部の来年度の活動
計画が出始めています。今年度募
らなかったボランティアも必要に
なってきます。生徒が卒業した保
護者の方や、同窓生などがいまし
たら、活動に協力していただけれ
ば助かります。新年度、PTAを通
じて広報させていただきます。

庶務は行事サポートを強化するため
２→３名に増
印刷作業が軽減した書記は５→４名に減

各委員の活動費の精算をするため、
３月の運営委員会で
報告書・領収書・
印鑑・残っている
現金を持参してく
ださい。

活動費の精算について 会計

先生紹介などを外部へ配
布することが問題になっ
た事例が他校であったた
め。発行部数削減による
経費節減も視野に。

2/14「新入生保語者
説明会」では配付す
る資料にQRコードと
URLを載せて見ても
らうことにします。

http://www.chofu-
schools.jp/chofu6/tokushoku/docu
ments/chofu6PTAkiyaku2019.pdf

http://www.chofu-schools.jp/chofu6/tokushoku/documents/chofu6PTAkiyaku2019.pdf
http://www.chofu-schools.jp/chofu6/tokushoku/documents/chofu6PTAkiyaku2019.pdf
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お知らせ

第８回運営委員会３月３日（火）18：30～（ＰＴＡ室）
※役員会同日18：00～（2F応接室）

月日 行事名 対応者

2/6(木)～8(土) 移動教室（１年生）

2/14(金) 新入生保護者説明会

2/20(木) 学校保健委員会 行事当番は【中止】

2/25(火)～27(木) 学年末考査

今後の予定
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PTAへのご質問、ご意見はこちらまで！ chofu6.pta@gmail.com

六中地域学校恊働本部へはこちらまで！ chofu6-gakosien@chofu-schools.jp

学校のご厚意によりPTA室の整理棚を入れ替えました。これを機に、不要な消耗品や資料など
を整理しましたが、まだ不明なものもあります。引き継ぎに向けて動くと思いますが、資料
は過去５年分あれば十分かと思いますので、各委員で３月中めどに整理をお願いします。

※お願い

mailto:chofu6.pta@gmail.com
mailto:chofu6-gakosien@chofu-schools.jp

