
ALL! Chofu6th Supporters

2⽉25⽇（⼟）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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校⻑先⽣あいさつ

令和5年３⽉16⽇
調布市⽴第六中学校

ＰＴＡ

PTAだより – 2023年2⽉

PTA会員各位

令和４年度も終わりを迎えるところですが、コロナ禍もようやく落ち着きを⾒せ、今後は少しずつ
緩和される⾒通しです。この１年を振り返りますと、様々な課題はあるものの、概ね落ち着いた１
年だったと思います。
１年⽣と２年⽣は、２⽉下旬から３⽉にかけて２泊３⽇の移動教室（スキー）に⾏ってきます。
３年⽣は、３⽉１０⽇(⾦)に延期になっていた合唱コンクールを調布市グリーンホールにて⾏いま
す。
どのような環境にあっても、来年度に向けて、⼀歩ずつ前進してまいりたいと思いますので、引き
続き、よろしくお願いします。
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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
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⽉⽇ ⾏事名 対応者
【学校⾏事】

2022/12/23（⾦） 第２学期終業式 ＰＴＡ対応なし
1/10（⽕） 第３学期始業式 ＰＴＡ対応なし
1/13（⾦） 市学習状況調査（１年） ＰＴＡ対応なし
1/16（⽉） 移動教室説明会（１、２年）、避難訓練 ＰＴＡ対応なし

1/26（⽊）〜27（⾦） 都⽴推薦⼊試 ＰＴＡ対応なし

2/1（⽔） 新⼊⽣保護者説明会 ＰＴＡ対応なし
＊ＰＴＡに関する書⾯配布あり

2/9（⽊） ⾳楽鑑賞教室（２年） ＰＴＡ対応なし
2/13（⽉） 避難訓練 ＰＴＡ対応なし

2/14（⽕）〜16（⽊） 学年末考査（１、２年） ＰＴＡ対応なし
2/21（⽕） 都⽴⼀次⼊試 ＰＴＡ対応なし

2/22（⽔）〜24（⾦） 移動教室（２年） ＰＴＡ対応なし
2/24（⾦）〜28（⽕） 学年末考査（３年） ＰＴＡ対応なし

【運営委員会関連】

1/9（祝・⽉） ⼆⼗歳を祝う会（平成29年度卒業⽣）
＊調布市⽴中学校8校合同実施

副会⻑
平成29年度3年学級委員、同窓会
地域コーディネーター

1/15（⽇） 耐寒マラソン→中⽌ ⽂化厚⽣委員会
地域コーディネーター

1/21（⼟） 第3回英語検定 地域コーディネーター

1/22（⽇） 耐寒マラソン（予備⽇）→中⽌ ⽂化厚⽣委員会
地域コーディネーター

2/4（⼟） 副会⻑会 副会⻑
地域コーディネーター

2/10（⾦） 第3回漢字能⼒検定 地域コーディネーター
2/16（⽊）､17（⾦） 第3回英語検定「模擬⾯接」 地域コーディネーター

【P連関連】

1/9（祝・⽉） ⼆⼗歳を祝う会（平成29年度卒業⽣）
＊調布市⽴中学校8校合同実施

副会⻑
平成29年度3年学級委員,
同窓会
地域コーディネーター

1/12（⽊） 教育懇談会（対⾯、ZOOM開催有り） 校⻑、副校⻑、副会⻑
1/20（⾦） ソフトボール⼤会反省会 副会⻑
2/4（⼟） 第3ブロック会議 副会⻑
2/24（⾦） 第3回P連理事会 校⻑、副会⻑
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学年委員会 １年 活動なし
２年 活動なし
３年 12/18（⽇）リモート打ち合わせ

1/6（⾦）卒業記念品①発注
1/9（祝・⽉）「⼆⼗歳を祝う会」会場⾒学

打ち合わせ、卒業メッセージカード等購⼊
1/25（⽔）卒業花束発注
2/3（⾦）卒業記念品②発注
2/11（祝・⼟）卒業記念品の事前受け渡しについて担任の先⽣と確認
2/18（⼟）卒業記念品②準備予定
3/6（⽉）メッセージカードと依頼⽂書を⽣徒と先⽣宛に配布予定
3/7（⽕）卒業記念品①業者より学校搬⼊予定
3/13（⽉）の週に担任の先⽣へ卒業記念品の受け渡し予定

⽂化厚⽣委員会 ・サークル活動費精算
・標準服（制服）等リサイクル品寄付お願いのお知らせ作成

校外⽣活委員会 ・2/1（⽔）〜 防犯看板ー外注発注準備
・2/11（祝・⼟） 防犯看板ー外注発注打ち合わせ
・2/22（⽔）防犯看板5枚発注（３⽉上旬納品予定）
＜掲⽰場所＞
プール側・体育館側「不審者・不審物には要注意︕」「校⾨側「歩きスマホは隙だらけ」
校庭側「不審者・不審物に要注意︕」「歩きスマホは隙だらけ」
・3/10 （⾦）「こくりょう・みんなの広場」第6回運営会議予定

広報委員会 ・広報誌の編集、校正
・12/21（⽔） 学校側に原稿確認依頼
・原稿修正作業
・1/11 （⽔）⼊稿（1/23（⽉） 納品）

推薦委員会 ・12/17（⼟） 打ち合わせ
・会⻑１名内定 副会⻑１名内定
・副会⻑を若⼲名引き続き募集中

地域学校協働本部 ・1/9（祝・⽉） 「⼆⼗歳を祝う会｣会場運営サポート
・1/21（⼟）第３回英語検定 ５級〜準２級 58名受験
・2/10（⾦）第３回漢字検定 ５級〜２級 33名受験
・2/2（⽊）第３回英語検定｢模擬⾯接｣申込案内配布 実施︓2/16（⽊）、17（⾦）

活動報告
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協議事項
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（1）「令和4年度経費精算について｣（会計）
3⽉中に決算書を作成するため、精算がある役員＆各委員会の⽅は、最後の運営委員会までに、精算⾦額等をご連絡。

（2）令和５年度｢新⼊⽣｣｢在校⽣｣配布物（副会⻑・書記）
以下の通り配布物を⽤意
【新⼊⽣】
①｢六中PTAのご案内｣ ②｢IDカードと着⽤のお願い｣ ③｢IDカードホルダー｣
④｢PTA委員選出のご協⼒のお願い｣WEB回答 ⑤「六中公式LINEのご案内」

【在校⽣】
①「六中PTAのご案内｣ ②｢IDカードと着⽤のお願い｣ ③｢PTA委員選出のご協⼒のお願い｣WEB回答
④「六中公式LINEのご案内」

＊｢PTA規約｣はWEB掲載のみ
＊IDカードの⾊は｢グリーン｣、IDカード・ホルダーは１家庭２セット配布予定。

（３）令和5年度役員・委員選出に向けて（副会⻑）
・役員・委員数案は以下の通りで検討。各委員に適正数をヒアリングし確定予定。
会⻑︓１名 副会⻑︓２名以上会計︓３名 書記︓３名
⽂化厚⽣︓各学年３名（合計９名） 校外⽣活︓各学年３名（合計９名）
広報︓各学年３名（合計９名） 学級委員︓各学年の学級数

・選出⽅法と基本的な考え⽅は以下の通り
新⼊⽣保護者・在校⽣保護者ともWEBアンケートにて募集を⾏う。
＊アンケート詳細は⼊学式・始業式にて配布の「PTA委員選出のご協⼒のお願い｣に記載。
＊アンケートの結果、不⾜する委員は４⽉の保護者会にて再度募集を⾏い、
それでも不⾜の場合はくじ引きにて決定する。
＊選出と辞退者への対応は以下の通り⾏う。
新⼊⽣保護者へは副会⻑が対応する。
新２､３年⽣保護者へは学級委員を中⼼に対応する。

・⾏事別お⼿伝いの募集について
次年度は役員・委員選出と同様に４⽉にアンケートを実施し⼀覧表を配布する。
⾏事１ケ⽉前の個別のお⼿伝いのお願いは⼿紙またはメールで配布する。
＊想定している⾏事
・進学フェア（７⽉ ＊会場開催の場合） ・盆踊り⼤会（８⽉） ・地区協防災訓練（９⽉）
・P連ソフトボール⼤会（11⽉ ＊令和5年度幹事校） ・耐寒マラソン（１⽉）
・こいのぼりまつり（2024/4/29）

（4）令和5年度｢総会議案書｣について（役員）
総会は書⾯開催（5/13（⼟））として、議案・WEBアンケートの案内を4⽉下旬に配布する。
書⾯開催配布物は以下の通り。
・次第 ・令和4年度活動報告
・令和4年度決算報告書 ・令和5年度活動⽅針案・活動計画案
・令和5年度予算案 ・令和5年度PTA役員・委員名簿
・会則改正案
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（５）会則改正案について（副会⻑）
第6回運営委員会での協議を踏まえて会則変更案を作成。総会で議案として挙げる予定。
・【第５章 会 計】
変更前︓第29条 本会の会員は⼀世帯年額1,500円の会費（保険料を含む）を納⼊する。
変更後︓第29条 本会の会員は⼀世帯年額500円の会費（保険料を含む）を納⼊する。

・【細則１「会費について」】
変更前︓転⼊会員の本会会費は１学期転⼊は1,500円。2学期転⼊は1,000円。

３学期転⼊で500円を納⼊する。
変更後︓転⼊会員の本会会費は１学期転⼊は500円。2学期転⼊は500円を納⼊する。

３学期転⼊は納⼊を免除する。

（６）来年度予算案について
次年度予算について今年度予算が妥当だったか、追加計上する予算がないか各委員検討し、次回運営委員会に
結果をもちよる。なお、現時点で新たに計上するものとして以下を検討。
・公式LINEの費⽤（5,000円/⽉、年間6万円）

（７）周年⾏事積⽴⾦での学校寄贈品（副会⻑）
折りたたみ式ひな壇購⼊費としてPTA特別会計（周年⾏事積⽴⾦）より約40万を本年度拠出。
運営委員会で決議を⾏い可決（運営委員38名 賛成26名 反対０名 未回答12名）
＊折りたたみ式ひな壇はPTAと同窓会で⾦額を負担し購⼊。

内訳︓PTA特別会計（周年⾏事積⽴⾦）より396,920円＋同窓会より720,000円＝1,096,920円

（８）公式LINEの活⽤要望アンケートについて
本年度テスト的に公式LINEの運⽤を⾏ったが、次年度も本運⽤として⾏いたい。
次年度運⽤にあたり・公式LINEのことを知っているか︖・どんな情報が欲しいか︖などアンケートをとってい
きたい。

（９）地域学校協働本部より
・1/9（祝･⽉）「⼆⼗歳を祝う会」
調布市⼆⼗歳の集い（成⼈式）開式前に調布市役所前庭にて2部制で実施。
前半10:45〜11:45︓調布中、神代中、七中、⼋中
後半13:15〜14:15︓三中、四中、五中、六中

暖かく穏やかな晴天に恵まれ、全体的に昨年より多くの新成⼈と保護者などが来場していました。
六中ブースの様⼦は､後⽇学校ホームページに掲載する予定です。
平成29年度3年学級委員の3名が和テイストカラーでまとめた掲⽰物を⾒たり､来てくださった当時の
担任・副担任の6名の先⽣⽅や懐かしい友⼈と談笑、写真撮影をしたりと終始賑わっていました。
来年、令和6年の「⼆⼗歳を祝う会」については、今年10⽉もしくは11⽉に説明会が⾏われると思います。

・第3回英検 ⼆次試験（2/19（⽇））に向けて 2/16（⽊）、17（⾦） 英語｢模擬⾯接｣実施
申込対象︓3級､準2級受験者 41名 申込 24名 参加 23名
前回に引き続きICU/AFLT（エーフルト︓Association of Fieldwork in Language Teaching 国際基督教⼤学
地域連携企画 英語教育実践研究会）との協働で現役の学⽣が3名､地域の⼤⼈2名が⾯接官を担った。

・令和5年度「調布市防災教育の⽇」事前説明会に出席しました。今年は、4/22（⼟）に「感染症対策を踏ま
えた避難所開設訓練」をテーマに、市内の公⽴⼩中学校で実施。
避難所開設の中で、マンホールトイレ設置、携帯トイレ体験、調布エフエム確認訓練なども予定。
PTA（役員、校外⽣活委員）や地域の⽅々の参加も想定。
参加⼈数や役割については、4⽉に予定されている説明会で確認し、必要な⽅々へお知らせします。
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PTA会員各位

協議事項・お知らせ

第８回運営委員会︓2023/3/25（⼟）13:30〜
対⾯開催を予定しています。
PTAへのご質問、ご意⾒はこちらまで︕ chofu6.pta@gmail.com
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今後の予定

⽉⽇ ⾏事名 対応者
【学校⾏事】
2/24（⾦）〜28（⽕） 学年末考査（３年⽣） ＰＴＡ対応なし
2/28（⽕）〜3/2（⽊） 移動教室（1年⽣） ＰＴＡ対応なし

3/6（⽉） 避難訓練 ＰＴＡ対応なし
3/3/8（⽔） 都⽴⼆次⼊試 ＰＴＡ対応なし
3/9（⽊） 球技⼤会（３年⽣） ＰＴＡ対応なし
3/10（⾦） ３年合唱コンクール（調布市グリーンホール）

保護者会（3年） ＰＴＡ対応なし

3/17（⾦） 第48回卒業式 ＰＴＡ対応なし
3/20（⽉） 球技⼤会（2年） ＰＴＡ対応なし
3/22（⽔） 保護者会（1,2年） ＰＴＡ対応なし
3/22（⽔） 球技⼤会（1年） ＰＴＡ対応なし
3/24（⾦） 修了式 ＰＴＡ対応なし
3/25（⼟）〜 春休み ＰＴＡ対応なし

（10）標準服（制服）等リサイクルの新⼊⽣への提供拡⼤について
運営委員会より、現状では在校⽣のみという決まりだが、新⼊⽣も対象にして欲しいという要望があった。
新⼊⽣も対象とするかは今後協議していく。
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