
ALL! Chofu6th Supporters

PTA会員各位

令和元年9月17日

調布市立第六中学校

ＰＴＡ会長

PTAだより – 2019年9月

９月３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。
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お集まりいただきありがとうございます。先日「学校の『当たり前』をや

めた。」という本を読みました。書いてあるのは当たり前にやっているこ

とを改めて見直そう、という大きなメッセージです。

ＰＴＡ活動で当たり前に引き継いでいることでも、今の時代に合わないこ

とがあるかもしれません。活動をしている中で、何故やっているのかとい

うことがあれば、来年に向けての見直しに生かしていきたいと思いますの

で、ぜひお気軽にお知らせください。

「進学フェアin調布2019」「第40回国領地区盆踊り大会」

では大変お世話になりました。ありがとうございました。

今夏は、体育館改修工事のため、体育館を使用する部活動の

活動場所が確保できず、大変難儀を強いられました。仕方が

無いこととはいえ、２学期の終わりまでこの状況が続きます。

さて、去る５月１１日の部活動保護者会でお話ししたところ

ですが、この度、本校では部活動の活動時間を一部見直し試

行します。

昨年来、部活動の在り方については、全国で大きな議論を呼

んでいます。特に、昨年度、スポーツ庁から「運動部活動の

在り方に関する総合的なガイドライン」という指針が示され

たところから議論が活発になり、次いで東京都教育委員会か

ら「運動部活動の在り方に関する方針」が示され、それを受

けて、調布市では「調布市立中学校における運動・文化部活

動の方針」が出されました。

このことにより、本校では、１０月１日の冬季活動時間から、

平日の部活動終了時刻を午後６時から５時５０分完全下校

（生徒が正門を出ること）に変更し試行します。また、試合

がない(土)(日)の活動は３時間までとします。

今後、生徒へは、９月９日の朝礼で説明するとともに、各ご

家庭へは学校だよりでお知らせします。

最後になりますが、２学期は２年の職場体験、修学旅行、合

唱コンクールと学校行事が目白押しです。子供達の成長を楽

しみにしたいと思います。

ＰＴＡの皆様、ご多用の中、運営委

員会にお越しいただきありがとうご

ざいます。進学フェアin調布や国領

地区盆踊り大会、そして通学路パト

ロールでは、猛暑の中ご協力くださ

いまして本当に感謝申し上げます。

さて、２学期が始まり一週間が過ぎ

ました。２年生は職場体験の最中で

すし、３年生も半月後には修学旅行

があります。生徒にとって長い２学

期ですが、学校生活・行事を通して

成長されることを教職員一同、切に

望んでおります。

どうかＰＴＡの皆様も合唱コンクー

ルや野川クリーン作戦等、様々な場

面でご協力をいただきますよう、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

学校の「当たり前」をやめた。
― 生徒も教師も変わる! 公立
名門中学校長の改革 ―
[工藤 勇一] 時事通信社
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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

7/6（土） ○学校公開、進路説明会、保護者会

7/8（月） ◇進学フェアin調布2019第3回実行委員会 副会長、書記

7/12（金） □第1回通学路パトロール 校外

7/19（金） ○終業式
□地区協議会「こくりょう・みんなの広場」運営委員会② 校外

7/28（日） ◇進学フェアin調布2019 会長、副会長、書記

8/2（金） 会場設営
仕込・模擬店・会場警備

副会長、会計
担当役員、校外、地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

8/3（土） 仕込・模擬店・会場警備 担当役員、校外、地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

8/4（日） 会場片付け 副会長、庶務

8/20（火） 会計監査 副会長

8/21（水） 実行委員会・反省会 副会長、地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

8/23（金） □地区協議会「こくりょう・みんなの広場」運営委員会③ 校外

8/25（日） □二役会 会長、副会長、地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

8/27（火） ○始業式

1年
2年
3年

とくになし
とくになし
7/2(火) 卒業アルバムについて学年主任の先生と打ち合わせ
7/3(水) 《卒対費について》のプリント配布

5/6(月)
毎週(土)

7/6(土)
8/5(月)
8/20(火)

サークル部員募集のお知らせ配布
19:30-21:30 バドミントン部活動（六中体育館）
7月～10月は体育館工事のため、他の体育館での活動を検討。

ソフトボール部 １学期は活動なし。９月以降活動予定。

バドミントン部、ソフトボール部に活動費5,000円ずつ配布。
ハンガーラックカバー発注
ハンガーラックカバー受け取り

7/4(木)
7/5(金)

学校に第98号広報誌 「絆」の搬入
全校配布、印刷業者への代金振込み

7/3(水)
7/19(金)
8/2(金）
8/23(金)

防犯ポスター掲示
こくりょうみんなの広場第２回運営会議出席
国領地域盆通り大会パトロール
こくりょうみんなの広場第３回運営会議出席

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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□第40回国領地域
盆踊り大会

1,780円（送料・消費税込）

国領小東の交差点信号について、
国領小地域防災訓練について等

第１回通学路パトロール
担当：校外

7/12（金） 通学路パトロール
副校長から縮小の提案

巡回コースの見直しや活動自体の効率化の提案がありました。
12月の第２回については、開始時刻の繰り上げなどを検討しつつ
予定通り実施し、来年度以降の活動について検討していきます。

集合場所について若干
混乱がありましたので、
きちんと引継ぎます。
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行事報告

収入 ¥ 107,200 @¥200×536食（1日目260食、2日目276食）

支出 ¥ 65,120 (米、野菜、豚肉、カレールー、カレー容器等）

純利益 ¥ 42,080

その他収入 ¥ 3,360 (こいのぼり祭りで余ったラムネを卸販売 ＠¥70×48本)

総利益 ¥ 45,440

進学フェアin調布2019

・ 高校に開催の案内と参加有無を確認する資料の送付を行った。
参加有無の返信はがきは、各高校を担当する中学に送付して
いただくよう変更となったので、手間が減って良かった。
（去年までは参加有無の確認まで六中担当）

・ 議事録作成と当日の受付は書記、高校への資料送付と担当校
のブース及び講義室は副会長が担当。お互いにうまく連携し
て実施することができた。

・ 今年から四中が担当していた高校の先生と来賓の受付の担当
を六中の担当として引き受けたが、反省点は、実行委員会で
共有し、来年度の引継ぎ資料に反映させたい。

担当：副会長、書記

【収支】

第40回国領地域盆踊り大会
担当：会長、副会長、役員

7/28（日）

9:30
10:00

～16:30

当日の役割分担

＠電気通信大学・B棟１階および２階

開場・受付開始
説明会
以後片付け

• 永山高、総合工科のブース
• 松が谷高の講義室担当
• 高校の先生・来賓の受付

第４回実行委員会（反省会）を経て
次年度申し送り事項などを報告予定

【仕込み】
・ クーラーが効いた部屋で快適だった。大きな調理器具での調理は勝手がわか

らなかったが、経験者の意見があり参考になった。皮むき済の野菜が手間や
ごみの面でよかった。役員の段取りが良かった（2日目）。

・ 要改善点：小さな子がいるので時間を選びたかった（前半がよかった）。調
理室の場所が分からなかった。炊飯に関して早めに炊くや3升炊きをメイン
にして他のものを減らすなどの工夫をしたらたくさん炊けるのではと感じた
（1日目）。何をしていいのか分からない時間があったので、集合時間を遅
くするか、人数を減らすなどした方がよかった。やることがなく手が余って
いる人がいた。

【模擬店】
・ 手際よくスムーズに進められた。前半から後半へのタイミングがちょうど空

いている時間帯に重なったためスムーズに交代できた。
・ 要改善点：容器が斜めになるとカレーがこぼれる、声かけが必要だった。ビ

ニール袋がもったいない。ご飯がもう少しスムーズに用意できたらよかった。
（1日目）

【会場準備】
・ 要改善点：流れが分からずに役に立てなかった気がする。指示がなくどうす

ればよいか困った。
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8/2（金）、8/3（土）18:30～20:30 六中にて
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協議事項・お知らせ

第４回運営委員会（10月予定分）は書面開催・報告の予定です。
第５回運営委員会11月5日（火）18：30～（ＰＴＡ室）

※役員会同日18：00～（2F応接室）

ＰＴＡ活動における備品・
消耗品の購入について 会長

推薦委員会の発足と二役立候
補募集について 学級

今後の購入予定品
・ボイスレコーダー(5,000円程度)
・ワンタッチテント(15万円程度/

2017年度購入品と同等のもの）

購入の可否を検討するもの
下記４点、とくに校歌額について
購入すべきかどうか検討していま
す。11月の運営委員会で採決した
いので、事前に意見を募集します。

10月くらいに二役立候補募集を配
付する予定で準備を進めています。
今年は、紙での提出手段は残しつ
つ、基本はWEBで回答してもらう
ようにする予定です。

各委員会活動費の中間監査に
ついて 会計

１学期の初めにお知らせした通り、
４～９月の報告書と領収書（写
メ）をメール等で送付してくださ
い。
原紙は11月の運営委員会に持参し
てください。

月日 行事名 対応者

9/7（土） 学校公開

9/8（日） 国領小地区防災訓練お手伝い参加 校外

9/27（金） 地区協議会「こくりょう・みんなの広場」運営委員会④ 校外

10/30（水） 合唱コンクール 広報

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

①ホワイトボード（１台）

ＰＴＡ室内に置く想定

②冷蔵庫（１台）

ＰＴＡ室内に置く想定

③ノートＰＣ（１台）

ＰＴＡ所有のものが
老朽化しているため。
ネットワーク環境も
含め検討。

④体育館の校歌額

７期卒業制作ですが、老朽化し
落下なども起きていて、存続は
難しいようです。
新調する場合、十分な額が確保
できている周年積立金から特別
会計を充てる考え方もあります。

• 国領小東交差点について、近接する新道に交差点を設置するため、今４基ある信号を１基に縮小

する案が出ています。地域としては反対の声が多く、署名運動などもあるかもしれません。

子どもたちの安全に関わることなので情報としてお伝えしておきます。

• 9/8（日）に国領地区の防災訓練が国領小学校であります。災害が起きて避難しなくてはならな

くなったときに、何が必要かなどを実感できる機会です。参加すると感じることがたくさんある

と思うので、ぜひそれらを伝えていただき、地区全体の防災強化につなげていければと思います。

地域学校協働本部より

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

