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PTA会員各位

令和元年12月19日

調布市立第六中学校

ＰＴＡ会長

PTAだより – 2019年12月

12月３日（火）に第６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。

いよいよ年末になってきて、相変わらず次

の役員が決まらないという問題を抱えてい

ますので、ここにいらっしゃる皆さんはも

うこれでお役果たして上がり、となるかも

しれませんが、ぜひポイントなど気にせず

に、来年も力になれるという方がいらした

ら、お力を貸していただければと思います。

また身近に力を貸してくれそうな人がいま

したら是非ご協力をよろしくお願いします。

皆様こんばんは。今月もご多用の中ご参加いた

だきましてありがとうございます。

冬休みまであと22日となりました。振り返ると

２学期もPTAの皆様のご協力のおかげで、合唱

コンクールや各地域の防災訓練等の行事が円滑

に運営や進行をすることができました。本当に

どうもありがとうございました。

冬休みはお子様にとって１年間を振り返ってみ

る絶好の機会であると思います。これまでの自

分自身の生活や行動を振り返り評価し、ぜひ次

のステップに進む準備を始めてほしいと思いま

す。計画通りに達成できなかった理由は？どの

ようにすれば改善できるのか？など、必ず自分

で改善策を見つけ出し、取り組む努力を続けて

ください。

また冬休みは、家庭や地域で過ごす時間が増え

ます。生活リズムが学校のあるときと同じよう

になるために、規則正しい生活を心がけてほし

いと思います。3学期に元気な姿で生徒が登校し

てくれることを切に希望しております。

（公務により欠席）

２学期の終了にあたり、本校の教育活動に

ご協力いただきありがとうございました。

来年もよろしくお願いします。

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

11/5(火)~8(金) ○あいさつ運動

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

11/19（火） ◇P連第3ブロック会議 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） ◇【中止】野川クリーン作戦
□二役会

文化厚生
会長,副会長,地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

12/2（月） ◇Ｐ連第２回理事会 会長

1年
2年
3年

11/8(金)
11/12(火)

とくになし
とくになし
11/27(水) 卒業対策費の集計

卒業アルバム代の業者への振込み

第１回実行委員会打合せ＠あくろす
担当学級委員２名で打合せ、手紙作成

11/19(火)
11/21(木)
11/23(土)
11/25(月)

副校長先生と打合せ
当日使用するものの準備、行事当番アンケート印刷、現地下見
野川クリーン中止決定
片付け

11/20(木) 広報誌冬号発行へ向けて、副校長先生経由で部活動紹介の記事を
各部活の部長へ依頼 （12/6回収）

11/6(水)
11/22(金)

通学路パトロールお手伝いの方への手紙配布(12/6,13予定)
地区協議会「こくりょう・みんなの広場」運営会議

11/10(日) あくろす「はばたき」にて打合せ

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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クリーン作戦に向けて準備してくだ
さった皆様ありがとうございました。

「国領版避難所運営HUG2019」実際の避難所に起こりうるであ
ろう問題が書かれたカードが読み上げられ、避難所のスタッフ
になったつもりで問題解決の方法が話し合われました。

＜耐寒マラソン＞

＜野川クリーン作戦＞

２月中旬頃入稿、３月初旬頃納品・配布を目指して
進めています。

推薦委員会
推薦された方々へ２回目の電話とSMS(ショートメッセージサービス)
で未提出者に連絡しての追加他薦についても連絡をしましたが、全て
お断りされてしまいました。今現在、PTA会長・副会長ともに決まっ
ていない状況です。今後どのようにして決めていけば良いか協議中で
す。なお、立候補していただける方がいましたら絶賛募集中です。

避難所HUGとは… 避難所HUGは静岡県が開発した防災ゲームで、Hinanjo Unei Gameの頭文字
と英語のハグの意味を掛けたネーミングです。避難者の年齢や性別、国籍やそ
れぞれが抱える事情が書かれたカードを、避難所の体育館に見立てた平面図に
どれだけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応し
ていくかを模擬体験するゲームです。
今回は、「開所前に並んでいる人」「車で来る人」「ペットを連れてくる人」
など、台風19号で実際に避難所となった国領小で見た事例も盛り込んだとのこ
と。自治体等で行われているかは明確ではないですが、避難時に想像力が働く
ので、機会があればぜひ体験してみてください。
http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/e-quakes/manabu/hinanjyo-hug/

http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/e-quakes/manabu/hinanjyo-hug/
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協議事項
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役員と行事当番の人数合計(約200)が家庭数
（約300想定）を大きく下回るため、「１家庭
年１回お手伝い」の前提が成立しなくなりま
す。このため、1,2年生の家庭は年1回、３年
生は任意という形に変更してはどうかと考え
ています。
確認事項を含め、実際に行事を担当した委員
のみなさんから年内いっぱいくらいまでに意
見を聞き、２月運営委員会で方針決定します。

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

校歌額は上限70万円で学校側と仕
様を協議していきます。

ノートPCは候補機種を選定しまし
た。
• インターネットは地域学校協働本
部に協力いただいて固定費のかか
らない形で導入する予定です。

• リースも検討しましたが、５年間
使用した場合は購入したほうが優
位性があると判断しました。

行事当番の整理検討や、地域コー
ディネーターの強力バックアップ、
１年だけでも、などのコメントを添
えて、２回目のお手紙を年内に出し
たいと考えています。

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

LINEでの運用を検討中です。協力
の承諾をいただいた皆様には、後
日ご連絡させていただきます。

2020年度会長・副会長立候補
募集について 推薦委員(学級)

ノートPC（１台） Wi-Fiルーター（１台）

dynabook 15.6型
(2019年1月モデル) 

Buffalo AirStation
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確認事項

1 体育大会 ○ ○ ○ 20 廃止
来賓対応は大丈夫か
不審者対策のパトロールを実施してはどうか

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 合唱コンクール ○ 15 廃止 広報委員のみに縮小してはどうか

8 野川クリーン作戦 ○ 16 16

9 道徳地区公開講座 ○ 7 廃止

10 耐寒マラソン ○ 25 25

11 学校保健委員会 ○ ○ 11 廃止

12 卒業式 ○ 8 廃止 (お茶出し/案内)完全に廃止して本当に大丈夫か

13 入学式 ○ 6 廃止 (お茶出し/案内)完全に廃止して本当に大丈夫か

14 こいのぼり祭り ○ ○ ○ 15 15

255 148

追加(案) 防災訓練 ○ 10

158

学校側の意見を踏まえて、以下のように整理しました。

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

会計 2 ＰＴＡ会費の徴収と管理、盆踊り、こいのぼりのお金の管理

庶務 2 行事運営サポート（体育大会、盆踊り、こいのぼり）、ＰＴＡ室の管理

書記 5 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 9 パトロール、地区協定例会出席

文化 9 サークル活動窓口、イベント企画、制服リサイクル、野川クリーン

広報 9 行事の写真撮影、広報誌発行

50

（参考）役員・委員数

https://forms.gle/z3K1msx5UzNtX7dY7

ノートPC購入につ
いてはWEBアン
ケートを行いますの
で、1月中に回答を
お願いします。2月
運営委員会で決定し
ます。

https://forms.gle/z3K1msx5UzNtX7dY7
https://forms.gle/z3K1msx5UzNtX7dY7
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お知らせ

第７回運営委員会２月４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

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 ※予備日1/19(日) 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

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

P連理事会より 会長

 広報誌について話題に上りました。例年、先生紹介を特集している学校が多いですが、校外にも配
布される広報誌に個人情報が載ることを問題視する声もあるようです。今回は意見交換のみでした
が、広報誌という形にこだわらず、校内のみの配布する形を模索してもよいかもしれません。

 教育懇談会が12/12(木)にP連主催で開催されます。これに関するSNSについてのアンケートを先日
配布しましたので、ご協力をお願いします。（ご協力いただいた方ありがとうございました。）

 いじめ問題に関するアンケートについて、調布市の生徒は「いじめは絶対ダメ」と答えた割合が都
平均より少なく、「時と場合による」などの回答があるなど、比較的意識が低い傾向にある結果
だったようです。他校でのトラブル事例も紹介されましたが、当事者の親が「見つからなければよ
い」というような姿勢だったようです。子供にも伝わるので、まずは親が姿勢を正すことも必要だ
と思います。
関連して、市内PTA会長の１人が弁護士をしており、「いじめ予防出張授業」をおこなっていると
の情報がありました。学校からの要請でないと開催できないようですが、かなり濃い内容のような
ので、こうしたものを働き掛けていくのも有効かもしれません。

東京弁護士会-いじめ予防授業 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/houkyouiku/post_14.html

公開講座は行われず、お手伝い
の方は参観とアンケート提出に
変更になりました。

mailto:chofu6.pta@gmail.com
mailto:chofu6-gakosien@chofu-schools.jp
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/houkyouiku/post_14.html

