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PTAだより – 2022年6月

新型コロナウイルスの感染が落ち着いてきました。この２年半の期間は、ＰＴＡ行事の在り方や会議の方法などを根

本的に見直す機会になったと思います。

学校としましても、紙によるお知らせを減らし学校安全・安心メールに移行したり、保護者会を来校またはZoomで

参加するハイブリッド式にしたりなど、必要に応じて工夫してまいります。今後も会員の皆様のお声を聴かせてくだ

さい。

去る５月２１日(土)、本校校庭にて「第４８回体育大会」を開催しました。天候の急変による中断もありましたが、

無事に全競技を実施しました。生徒も大きな達成感を得ることができました。なお、当日は延べ５５０名に及ぶ保

護者が参観されました。各家庭２名までの参観、徒歩による来校などご協力ありがとうございました。

今年度で４年目を迎えた六中地域学校協働本部は、３人で活動しています。

活動の内容をご理解いただけている事柄があれば、理解され難い活動もあると思います。今後、ＰＴＡ運営委員会や

「ＰＴＡだより」、そして地域学校協働本部の広報誌【六中JOURNAL】などを活用して、活動状況をお伝えしていき

ます。ぜひご注目ください。

副校長先生あいさつ

地域学校協働本部より

6月11日（土）に第1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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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

4/7（木） 第4９回入学式 ＰＴＡ対応なし

4/23（土） 新旧ＰＴＡ役員会・委員引継ぎ会 新旧役員、委員

4/29（金） 第2６回 こいのぼりまつり なし

5/7（土）～
5/13（金）

ＰＴＡ総会（書面開催） 旧会長、旧副会長

5/19（木） 代議員会（書面開催） 副会長

5/21（土） 第48回体育大会 広報委員

5/21（土） 副会長会 副会長、地域コーディネーター

5/21（土） ＰＴＡ団体保険契約 副会長

6/7（火） ＰＴＡ総会の実施結果の報告 書記

6/10（金） 進学フェアin調布2022第1回実行委員会 副会長、前会長
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学年委員会 1年
2年
3年

なし
なし
5/7（土） 卒業対策詳細について担当教員に確認

文化厚生委員会 4/28（木）

5/7（土）

5/13（金）

5/19（木）

リサイクル担当引継ぎ
・今年度も無償譲渡での標準服等のリサイクル活動を継続
・7月の保護者会時に譲渡会を開催予定

リサイクル品在庫チェック

「標準服等リサイクルのご案内」の配布および六中HPへの掲載

リサイクル品在庫一覧表六中HPへ掲載

5月中旬～下旬
リサイクル品にて使用のハンガーラック購入検討、購入

広報委員会 4/30（土）
5/7（土）

5/11（水）

5/21（土）
5/24（火）

広報誌第102号発行についての打ち合わせ
校長先生と広報誌内容の打ち合わせ、発行スケジュール提出、ア
ンケートのお願い等
教職員の方々へアンケートを配布（Googleフォームにて実施の
ご案内）
体育大会写真撮影
3年生全体写真・クラス写真同行撮影

校外生活委員会 5/13（金）
6月中

地区協議会「こくりょうみんなの広場」の総会
防犯ポスター確認

推薦委員会 なし

専門委員
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(１)令和４年度のPTA活動につ
いて
副会長

新型ウィルス対策のため、対面での開催は各学期1～2回程度とし、その他は
書面開催予定です。

※「対面」開催の場合は、別途場所をご連絡いたします。
※「対面」開催の場合は、来校できない方の為にオンライン開催も予定して
おります。

(2)活動費の精算について
会計

●今年度も会計及び各委員の負担を減らすため、活動費は事前配布せず、使
用した分を精算とします。
●領収書のあて名は【調布第六中学校ＰＴＡ】でお願いします。
●活動費の精算の際は、事前に領収書の写真と金額・明細をお知らせくださ
い。
●活動費として認められる「会議費」は、公共施設（集会所等）の使用料と
茶菓までとします。（1名150円まで）

(3)ＰＴＡ会費について
会計

●6/1 （水） 紙のお便り配布/安全・安心メール配信
●6/14（火） 安全・安心メール配信予定
●6/16（木） 締切り予定

(4)ＰＴＡ室改修工事について
副会長

●7/20（水）～ＰＴＡ室改修工事に伴い利用できなくなります。（9月頃ま
で）
●改修工事期間中から4F第2音楽室をPTA室として利用します。
●6月中に役員、専門委員にてPTA室の整理をお願いします。
(廃棄するものと残すものが分かるようにメモをつけてください)
●その他、何か変更や共有がある場合はLINE WORKSよりご連絡します。

(5)行事別当番について
副会長

以下行事を実施の場合は、お手伝いを依頼する場合があります。その場合は
別途ご案内をいたします。
●（仮名）盆踊り大会 2022年8月20(土)
PTAとしての参加（準備、片付け、出店、警備）はありません。
●地区協防災訓練（2022/9/11(日)予定）
●耐寒マラソン（2023年1月頃）
●こいのぼりまつり（2023年4/29（土）予定）

(6)印刷方法・紙の管理につい
て
副会長

印刷方法・紙の管理について、運営委員に説明をしました。

(7)「進学フェアin調布2022」
について
前会長、副会長

例年は電通大に各高校を招いて開催していましたが、令和2年度より資料での
学校紹介となり、今年も以下日程で書面にて開催予定です。
●進学フェアin調布 on paper （7/13(水)予定）
●教えて先輩（8/20(土)予定）

学期 形式 予定日 運営委員会 備考

１学期
対面 6/11（土） 13:30～ オンライン開催あり

書面 7/9（土） －

２学期

対面 9/10（土） 13:30～
学校公開日/オンライ

ン開催あり

書面 10/8（土） －

書面 11/12（土） －

対面 12/10（土） 13:30～ オンライン開催あり

３学期
対面 2/18（土） 13:30～ オンライン開催あり

対面 3/11（土） 13:30～ オンライン開催あり
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(8)施設改善要望について
副会長

学校の施設と周辺環境について、毎年各2件ずつ改善の要望をＰ連でとりまと
めて提出するものです。
LINE WORKSにてアンケートを実施します。

※補足（過去の要望例）
●令和2年度は「3Ｆ廊下と教室の床タイル修繕（長尺シートへの変更）」を
提出しました。
●令和3年度は「校庭で利用するバックネットの設置」「プール側交差点の横
断歩道設置」を提出しました。

(9) PTAだよりなどの発行のお
知らせについて
副会長

六中安全・安心メールで配布できないような内容について、六中公式LINEア
カウントを作成し、登録いただいた方(任意)にお知らせする仕組みを昨年より
検討していましたが、令和４年度試行します。

(10)家庭教育セミナーについて
副会長

今年度の家庭教育セミナーは副会長会で話し合った結果、「実施しない」こ
とに決定しました。次年度以降、講師、聞いてみたいテーマ等がありました
ら、副会長までご連絡ください。

(11) サークル活動について
副会長

今年度は「バトミントン」「ソフトボール」サークルより活動意思をいただ
いていますので、活動することになりました。現在、文化厚生委員会より、
ＰＴＡ会員向けの参加者募集案内の発行準備中です。

地域学校恊働本部からのお知らせ

＊広報誌【六中JOURNAL vol.002】ご参照のお願い
昨年度３月１日付けで【六中JOURNAL vol.002】を発行し、全校配布を行いました。学校ホームページ「本校の特
色」内の地域学校協働本部のページでご覧いただけます。ここでは、「地域学校協働本部とは」というご紹介と並
び、昨年度の活動内容のダイジェストを活動の様子がご覧いただける写真とを併せて掲載しております。

＊ボランティア募集
「英語、数学の学習支援」
放課後や土曜日などに生徒の学習を支援する『地域未来塾』があります。現在、本校では、「英検直前自習サポー
ト教室」「英語『模擬面接』」そして、「数学ステップアップ教室」を開催しておりますが、この学習支援にご興
味がある方、学習支援のボランティアとして活動が可能な方は、ぜひ地域学校協働本部＜chofu6-
gakosien@chofu-schools.jp＞へメールでお知らせください。

「英語検定試験監督と漢字検定試験監督」
六中では、「英語検定」と「漢字検定」各々年３回の試験を、準会場として実施しております。地域学校協働本部
が会場運営を担い、ボランティアの方々が試験監督として試験実施を支えてくださっています。こちらのボランテ
ィアも常時募集しております。学習支援同様、地域学校協働本部＜chofu6-gakosien@chofu-schools.jp＞へメー
ルでお知らせください。

＊調布市立の小・中学校で令和５年度より「コミュニティ・スクール（ＣＳ）」順次導入
社会の急激な変化に伴って、学校と地域を取り巻く課題が複雑で多様になっています。そんな中で、学校と地域住
民が連携・協働して子どもたちの成長を支え「地域とともにある学校」を目指す学校運営協議会が設置された学校、
それを「コミュニティ・スクール」と呼びます。ＣＳと略して紹介されることもあります。本校は、令和６年度、
もしくは令和７年度にこの「コミュニティ・スクール（ＣＳ）」を導入します。今後、機会あるごとに状況をお伝
えしていきます。

＜今後の活動＞
＊「地域盆踊り大会」の補足
8月20日（土）本校グランドを使用しての開催に向け、準備が進められています。
6月24日（金）には、くすのき１号棟の集会室で、実行委員会（19時30分～）と出店者会議（20時～）が開かれま
す。盆踊り大会当日のプログラムや出店については、この実行委員会と出店者会議を経て決定されます。
みなさまの息抜きの場に、そして本校卒業生たちの佳い再会の場となることを願っています。
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第２回運営委員会：7月９日（書面開催）

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

月日 行事名 対応者

6/16（木） ＰＴＡ会費振込締切 会計

6/17（金） 「こくりょう・みんなの広場」第1回運営会議 校外生活

6/20（月）～
6/22（水）

期末考査 書記

6/24（金） ＰＴＡ連合会（Ｐ連）理事会（オンライン） 副会長

６月中 「ＰＴＡだより6月」発行

7/13（水） 進学フェアin調布 on paper 副会長、校外生活

7/9（土） 第2回運営委員会（書面開催） 役員、委員

7/15（金） 保護者会

7/15（金） 標準服リサイクル寄付/譲渡（予定） 文化厚生

7/15（金） 「こくりょう・みんなの広場」第1回運営会議 校外生活

7/20（水） 第１学期終業式

8/20（土） 教えて先輩 副会長、校外生活

施設改善についてご意見募集しております

要望のある方は、ＰＴＡまでご連絡ください（2022/6/30(木)締切）
あて先はこちら：chofu6.pta@gmail.com

mailto:chofu6.pta@gmail.com

