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調布市立第六中学校

ＰＴＡ会長

PTAだより – 2019年6月

皆さんお疲れさまです。今年度は地域学校協働本部の方々に支援をいただいて活動していきます。

ＰＴＡは毎年人が入れ替わるので複数年にわたる計画を立てることが難しいという課題についてサポートいただき
たいと考えています。

また、今年度委員の皆さんについて、少しでもスムーズに活動できるようにしていきたいので、お気づきの点、ご
要望などありましたら、お気軽にご連絡お願いします。

６月１日(土)に実施した体育大会で、生徒達は練習期間から大変
よく頑張っていました。特に、３年生は、第六中学校のよき先輩
として後輩を引っ張っていくにふさわしい姿だったと思います。

ＰＴＡの皆様には、当日の接待、パトロール、広報など、ご協力
ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

さて、昨年度までの名称「学校支援地域本部」、本年度から名称
改め「地域学校協働本部」についてご紹介します。

これは国の中央教育審議会で提言された事業で、幅広く地域住民
の参画を得ながら「学校を核とした地域づくり」を目指すことを
ねらいとしており、各校に学校と地域、学校と家庭などの組織と
組織をつなぐ「地域コーディネーター」が設置されます。本校で
は、元ＰＴＡ会長・副会長の方に「地域コーディネーター」をお
引き受けいただき、ＰＴＡ活動を支援していただきます。

現在、ＰＴＡ活動に関しましては、実にさまざまなお考えがあり、
中には、否定的、批判的な声も耳にします。

今年一年間、ＰＴＡの各活動を検証し、負担軽減、コストダウン
を図っていただけましたら幸いです。

先日の体育大会では、運営のお手伝い、制
服リサイクル活動、生徒の応援、そしてＰ
ＴＡ競技の大綱引きと様々な場面でＰＴＡ
の皆様にご協力をいただき、誠にありがと
うございました。地域の方々もご参観くだ
さり、「感動しました」等の声も寄せられ
ておりました。

一方で、自転車置き場の確保や受付カード
の配布をどこまでにするのか、等の課題も
浮かび上がりました。次年度までには解決
しなければならないと思います。皆さん、
お知恵を拝借したいと思いますのでよろし
くお願いします。

生徒の皆さんは１週間後に迫った期末考査
の勉強に取り組んでいると思いますので、
保護者の皆様もバックアップをよろしくお
願い申し上げます。

昨年度、本校でも開設された「学校支援地域本部」が、今年度より「地域学校恊働本部」と名称を改めて活動を開
始しました。この本部は、“学校を核とした地域づくり”を目指し、さまざまな場面で地域と六中が恊働します。ま
た学校内では、学習支援・部活動支援・学校行事支援などを柱に活動します。中でも、日頃から学校行事や地域行
事の支援を担っていただいているＰＴＡのみなさんとの協働では、「みなさんの日常の負担を少しでも軽減させる
こと」そして「携わる行事が充実すること」この両立を目指し、これまでのＰＴＡ役員経験を活かして活動したい
と思います。

繰り返しになりますが、今年度名称が改まった事業です。校長先生の第六中学校経営方針を基に、適切なサポート
を選択し取り組みたいと考えておりますが、進めながら再考し最適を模索することも少なくないと想像します。ご
理解をお願いするのと併せ、ＰＴＡ学級委員などを通じて忌憚のないご意見をお寄せください。

今年度、六中地域コーディネーターを務めます。3年生に息子が在学中です。

小・中学校でＰＴＡ副会長を務めた経験を活かし、学校や地域、ＰＴＡのみなさんのニーズを受け止め考えながら、
より良い環境づくり、活動をしていきたいと思っています。みなさんからの気付きやアイディアなども教えていた
だけると有難いです。どうぞよろしくお願いいたします。

会長あいさつ

校長先生あいさつ 副校長先生あいさつ

地域学校協働本部より

６月11日（火）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。

連絡先：六中地域学校恊働本部メールアドレス＜chofu6-gakosien@chofu-schools.jp＞
＊活動日が限られているため、メール確認と返信が遅くご迷惑をおかけする場合があります。何卒ご理解の上ご了承ください。1
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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

4/9（火） ○入学式 旧学級、旧会長、旧副会長

4/16（火） ○保護者会 旧学級、旧会長、新旧副会長

4/20（土） □新旧ＰＴＡ役員会・委員総会（業務引継ぎ）

4/27（土） ○学校公開日、調布市防災教育の日

4/29（月） ◇第24回 こいのぼりまつり 旧役員

5/7（火） □行事お手伝い調査票配布 旧副会長

5/8（水） ◇Ｐ連新旧理事会 校長、新旧会長

5/10（金） ◇進学フェアin調布2019第1回実行委員会 新旧副会長、新旧書記

5/11（土） ○学校公開日・部活動保護者会
□ＰＴＡ総会
□ＰＴＡ団体保険契約 会長、会計

5/16（木） ◇Ｐ連代議員総会・懇親会 副校長、会長、副会長

5/24（金） ◇国領地域盆踊り大会実行委員会 副会長

5/25（土） □二役会 会長、副会長

5/27（月） □行事お手伝い当番表配布 書記

5/29（水） ◇国領児童館運営会議 副校長、会長

6/1（土） ○第45回体育大会 会長、副会長、庶務、文化厚生

6/4（火）～7（金） ○あいさつ運動 運営委員

6/10（月） ◇進学フェアin調布2019第2回実行委員会 副会長、書記

6/12（水） □ＰＴＡ会費集金 学級、会計

1年
2年
3年

上記「新旧委員総会、ＰＴＡ総会」以外とくになし
上記「新旧委員総会、ＰＴＡ総会」以外とくになし
上記「新旧委員総会、ＰＴＡ総会」以外とくになし

5/26(日)
6/1(土)

5月定例会
体育館，ＰＴＡ室，リサイクル在庫確認
リサイクル販売の手紙作成・配布依頼
リサイクル販売の際の備品(机，椅子等)の申請
リサイクル販売の準備（在庫確認、値札付け、備品準備）

体育大会にてリサイクル品の販売

5/8(水)、10(金)、14(火)
5/11(土)
5/17(金）、21(火）
5/15(水)
5/30(木)
6/1(土)

第98号広報誌の発行に向け準備開始
先生方の写真撮影
役員撮影
先生方へのアンケート配布と回収
印刷会社訪問
印刷会社より見積りが届く

体育大会撮影と打合せを兼ねた懇親会

5/17(金) こくりょう・みんなの広場定例総会
7月の通学路パトロールへ向けて配布資料を製作

学年委員会

文化厚生委員会

広報委員会

校外生活委員会

【感想】ラインやグーグルドライブを活用して効率よく活動ができています。
【反省】特になし
【活動予定】広報誌夏号発行へ向けての確認作業。夏休み前に配布予定です。

売上合計額 ￥3,430

専門委員
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無事終了しました。ご協力ありがとうございました。
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行事報告

売上 ￥73,680 ラムネ
駄菓子つかみ取り

¥37,200
¥36,480

材料費 ￥70,917

純利益 ￥2,763

こいのぼりまつり

・ 駄菓子のつかみ取りとラムネの販売だったので、準備を
負担なく行えた。

・ ラムネを冷やすための氷を役員や係りの人たちに持って
きてもらうようにお願いした。→とても助かった。

・ ゴミの捨てる場所や分別に関して説明が必要だった。
→違う場所に捨てたり、分別が大変だった。

・ 少し寒かったせいか、売れ行きに波があった。

担当：30年度役員（副会長、庶務）

【収支】

体育大会
担当：役員（副会長、庶務）

5/18（土）
5/24（金）

6/1（土）

打合せ
学校・役員との打ち合わせと確認
行事当番の方へお手紙の印刷・配布
受付、来賓対応、
アンケート（当番用・来場者用）配布

【駐輪場】
・ 受付せずに会場に行かれる方がいた。
・ 午前より午後のほうが自転車での来校が多いと感じたので、来

年度はもっと増えるようならスペースの確保が必要。

【受付カード】
・ 早い段階でなくなったので、小さい子には配布しない、数量を

増やすなど検討が必要。
・ ＩＤカードを忘れる保護者が多かったことも不足の原因の一つ。
・ ヒモが渡しづらかったので工夫が必要。
・ [良い意見]見易いので再入場チェックが簡単だった。

【受付・名簿】
・ 名簿は学年ごとではなくクラスごとが良い。
・ 卒業生の来校が多く、卒業生用の受付(テーブルに貼る紙)が

あったらわかりやすい。

【案内】
・ トイレを探している方が多くいたので、案内をもっと多く貼っ

ても良い。
・ 再入場時の案内、特に午後、門のあたりに「ＩＤカードまたは

受付カードがない方は再度受付が必要です」という案内があれ
ば、最初から付けてくれると思った。

・ 受付の後ろでボール遊びをしている子がいて危ないと感じたの
で、転がるものは禁止するのも必要ではないか。

・ [良い意見]受付に各学年１名配置で、抜けても役員さんが助け
てくださりよかった。

・ [良い意見]接待は副校長先生のサポートに助けられた。見易い
ので再入場チェックが簡単だった。

【観戦】
・ 子どもの競技に行くのに場所の確保ができずに結局観られな

かった。
・[良い意見]自分の子どもの競技は問題なく観られて良かった。
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協議事項・お知らせ

第２回運営委員会７月2日（火）18：30～（ＰＴＡ室）
協議事項の予定：「施設改善要望の検討」ほか

※役員会同日18：00～（2F応接室）

緊急医療費預け金について
校長・会長

活動費の配付について
会計

保険証がなかった場合などの一次
払い用「緊急医療費預け金」につ
いて、例年同様、拠出することを
承認しました。

会計担当から別途担当者に配付し
ました。

今後のＰＴＡ活動にあたって
会長

運営委員会・役員会に地域学校協働
本部の方も出席していただきます。
印刷は、今年度からPTA室の印刷機
を使用してください。
PTAだより、総会資料は六中ホーム
ページに掲載し、学校安全・安心
メールでお知らせする運用に変更し
ます。

行事別当番について
副会長

行事当番あてのお手紙は、行事の
３週間前までに配布できるよう準
備してください。
ＰＴＡ室の封筒の在庫が少なく
なったら、三役を通じて庶務に連
絡してください。

「進学フェアin調布2019」
について
副会長

今年は7/28(日)開催。7月上旬に
パンフレット等を配布する予定で
す。

「国領地域盆踊り大会」
模擬店について

副会長

例年どおりカレーを販売する予定
です。
司会は一日目が六中、二日目は国
領小で担当。六中は地域コーディ
ネーターの方が引き受けてくださ
ることになりました。

「家庭教育セミナー」の
実施について

会長

6/14(金)が社会教育課への締め切
りとなっていますが、とくに希望
するテーマ等がなければ今年も申
請しないこととします。

施設改善要望について
会長

7/20(土)締め切りとなっているの
で、次回7/2(火)の運営委員会ま
でに検討してください。
昨年は、焼却炉の撤去と2階の下
駄箱の交換を要望しましたが、学
校と調整するようにとのことで、
そのままになっています。

ＰＴＡ室の作業性向上や快適
化実現を目的とした備品・消
耗品の購入について 会長

ＩＣレコーダー、台車、簡易テント
の３点を検討中。体育大会などＰＴ
Ａの受付にテントがなく、学校にも
余分がないので、テントがあった方
が良いのではという校長先生からの
ご意見です。その他にも何か必要な
ものがあればご意見をください。

月日 行事名 対応者

6/21（金） セーフティー教室
地区協議会「こくりょう・みんなの広場」運営委員会①

学級
校外生活

6/27（木） Ｐ連第１回理事会 会長

6/29（土） 国領地域盆踊り大会実行委員会・出店者会議 会長、副会長

6月中 「ＰＴＡだより６月」発行（ホームページ掲載）
通学路パトロールお手紙 印刷・配布

書記
校外生活

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

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

会員の皆様にも提案を募集します。校内施設や学校周辺の環境で改善してほしいことがありましたら、
chofu6.pta@gmail.comまでお送りください。〆切は7/1(月)でお願いします。
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