
ALL! Chofu6th Supporters

PTA会員各位

令和元年11月14日

調布市立第六中学校

ＰＴＡ会長

PTAだより – 2019年11月

11月５日（火）に第５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。

活動のほうは、半ばを超えましたので、これからは次年度に向けた引き継ぎや推薦活動などに

軸足を移していくことになると思います。引き続きご協力よろしくお願いします。

１１月に入り、朝晩がめっきりと冷

え込んできました。

既にインフルエンザ流行の兆しがで

ているそうです。市内染地小学校で

はインフルエンザによる学級閉鎖が

出ました。受験生は必要に応じて予

防接種を受けるなど自衛が必要かも

知れません。

さて、１０月３０日（水）の合唱コ

ンクールでは多くの保護者様にご参

観いただきました。当日は、調布市

グリーンホールの大ホールに六中生

の元気な歌声が響き渡り、聞いてい

て感動しました。当日は受付などを

協力していただきありがとうござい

ました。お礼申し上げます。

皆様ご多用の中、今月もＰＴＡ運営委員会にお越

しいただきましてありがとうございます。

先週、六中の二大行事の一つである合唱コンクー

ルが行われました。どのクラスも団結し、精一杯

やり切ったことと思います。その感動が教員、そ

して保護者や地域の皆様にも伝わったのではない

でしょうか。この約１か月にわたる合唱コンクー

ルのための準備に生徒たちはかなりの時間と努力

をかけてきました。それが当日見事に報われ、花

開いたと私は確信しています。また、生徒が積極

的に行事を創り上げていく姿に私は頼もしさや成

長を感じています。

改めまして合唱コンクール当日にお手伝いいただ

きましたＰＴＡの受付担当、そして広報委員の皆

様、長時間にわたりありがとうございました。

次は１１月２３日（土）に野川クリーン作戦がご

ざいます。お休みの日ではありますが、ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。

会長あいさつ

校長先生あいさつ 副校長先生あいさつ

合唱コンクール金賞

１年１組 「マイ バラード」

２年１組 「ＨＥＩＷＡの鐘」

３年１組 「手紙」

最優秀ポスター賞



PTA会員各位

ALL! Chofu6th Supporters

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

10/11（金） ◇第五中学校50周年記念式典 会長

10/25（金） ◇進学フェアin調布2019 第4回運営委員会・反省会 副会長、書記

10/26（土） □二役会 会長、副会長、地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

10/30（水） ○合唱コンクール 広報

11/1（金） ◇国領小学校40周年記念式典 会長

11/5(火)~8(金) ○あいさつ運動

1年
2年
3年

とくになし
とくになし
9/26(木) 『卒業記念品購入についてのご確認』プリント配布
10/19(土) 『卒業対策費の集金について』プリント配布
10/30(水)  卒業費についての打ち合わせ @はばたき

10/10(木)

10/15(火)

10/16(水)
10/21(月)
10/25(金)

10/20(日)
10/27(日)
11/3(日)

11月～

クリーン作戦第１回会合(17:00-18:00)@国領小学校

2年生担任からの連絡で台風の影響で女子生徒の
制服が必要の為、リサイクル品を販売
クリーン作戦当番者へのプリント作成
会長、副会長、委員長、副委員長にクリーン作戦のプリント確認
クリーン作戦当番プリント印刷

ソフトボール部練習日

Ｐ連ソフトボール大会（会長も応援に！）

バドミントン部練習中 ＠国領小体育館

10/7(月)

10/9(水)
10/10(木)
10/19(土)
10/26(土)
10/30(水)

合唱コンクールサポーター用お便り、タイムスケジュール、
仕事説明文完成
上記のお便り配布
絆99号 部活動写真撮影（合唱部・演劇部）
絆99号 三年生修学旅行用写真を先生に依頼
合唱コンクールスタッフ用ジャンパー・トランシーバー準備
合唱コンクール

12月の通学路パトロールへ向けて配布資料を製作中
学校に提案いただいたとおり、開始時間を早め18:30とする予定

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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部員は何とかそろったようです。
ありがとうございました。

ブレザー ¥300
スカート ¥200
リボン ¥100
合計 ¥600
代金回収しました

野川クリーン作戦は11/23(土)に決定

＜サークル担当＞

１回戦 六中 2-12 三中
２回戦 六中 10-9 調布中

優勝は決勝同点・じゃん
けんで七中を制した五中

合唱コンクール
担当：広報

10/30（水）

■テーマ

■担当

＠調布グリーンホール（大ホール）
開場 9:50 開演 10:20 終演 15:10

「史上最響」～響け我らの歌声～

広報委員（９名）→ 受付、扉警備
行事当番（15名) → 扉警備

・ 当日は行事当番の方々のご協力のおかげで、大きな問題もなく円
滑に進めることができました。

・ 階段の昇降が難しい方のために、事前に学校の方で１階に優先席
の準備をしていただいたので、対応がスムーズに行えました。

・ 扉の内側に「入口専用」等の案内の張り紙が不足していました。
・ 昼休み時、長時間扉を開けておくためのドアストッパー等の必要

性などご意見をいただきました。

これらは来年度の引継ぎに反映させたいと思います。
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協議事項・お知らせ

第６回運営委員会12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

11/12（火） 上ノ原小学校70周年記念式典 会長

11/15(金),18(月),19(火) 期末考査

11/15（金） 調和小学校20周年記念式典 会長

11/22（金） 地区協議会「こくりょう・みんなの広場」運営委員会⑤ 校外

11/23（土） 野川クリーン作戦 文化厚生

12/2（月） Ｐ連第２回理事会 会長

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

各委員の引継ぎ資料の送付にご協
力いただき、ありがとうございま
した。
学校側からお手伝いの大幅削減の
提案を受けています。委員の仕事
も含め作業の見直し案についてま
とめ、12月運営委員会にて協議さ
せていただきます。

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

今年度はWEBでの回答も受け付けましたが、提出は紙より2,3倍多いと
いう結果になりました。自薦はゼロ、他薦は20件ありましたが難航して
います。未提出の方にはSMSで打診していきます。

新入生保護者説明会、入学式、在校
生保護者に向けて配布する「ようこ
そ六中PTA」について、いつでも閲
覧できるよう学校のHPにファイル
をアップし、印刷物での配布が最小
限になるよう検討中です。

2020年度会長・副会長立候補募集について 推薦委員(学級) 「ようこそ六中PTA」について
会長

地域コーディネーターへの2019年度
役員連絡先一覧の引き渡しについて 地域コーディネーター

学校や地域行事でのボランティアを募る場合などに使用します。強制で
はないので確認の上共有させていただきます。
今年度から「地域学校協働本部」と名称が変わっただけでなく、内容も
変わってきました。部活動指導員・指導補助員や図書ボランティアの調
整、授業の補助や放課後・長期休暇中の学習補助対応も協働本部の業務
です。今後、漢検・英検の運営なども担っていく予定です。地域行事の
サポートも増えてきました。少しでも興味を持たれた方はぜひご協力を
お願いします。

2学期から転入された2年生の会費
集金が完了し、ＰＴＡ関連資料を
お渡ししています。

２学期からの転入者への
対応について 会計

賛成, 24

どちらかといえば

賛成, 8

どちらかといえば

反対, 1

回答数33名

校歌額購入についてのアンケート

• 今年度の卒業制作で新調できな
いか

• 全額PTA負担は少し抵抗がある
• 卒業記念品なので、現在の校歌
額を何かの形で残せないか

•ボイスレコーダー(¥4,342)
• ワンタッチテント(¥105,699)
購入しました。
• 校歌額はアンケート結果から、購入に
向けて発注先・見積額の確定を進めま
す。全額負担に抵抗があるとの意見を
受け、同窓会にも協力を仰いでいます。

• ノートPCは、あると便利という意見
がありましたが、維持面での懸念もあ
り、再検討し12月に再度協議します。

• 冷蔵庫は購入しないことになりました。

10/4(金)

10/17(木)

10/19(土)

「令和2年度PTA会長・副会長募集アンケートの実施」
の手紙配布
保護者の皆さまに安全・安心メールでアンケート締切
日を連絡
アンケートの集計実施

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

