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PTA会員各位

令和元年7月10日

調布市立第六中学校

ＰＴＡ会長

PTAだより – 2019年7月

７月２日（火）に第２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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7/28(日) 進学フェアin調布2019 ＠電通大 ぜひご参加ください

お疲れ様です。先日ＰＴＡ連合の会議で他校の会長さんから「５年前に比べてＰ連の雰囲気がとても柔

らかくなった」との話がありました。本校も同じように、１年で変えることが難しいものは複数年で少

しずつ変えて行けたらいいなと思います。

皆さんも活動を通じて「次回はこう変えた方が良い！」と感じることがありましたら、是非お気軽にご

連絡ください。

１学期が終わりに近づいてきました。定期考査が終

わった現在、校内は大変落ち着いて毎日過ごしていま

す。第六中学校に着任して３か月が過ぎましたが、本

校の生徒は本当に素直で、子供らしいかわいい面が

あったり反抗期のやんちゃな面があったりと、その様

子を見ているだけでこちらも楽しい気持ちになります。

とはいえ、個々にはいろいろな課題もありました。ク

ラスや部活動内での人間関係上のトラブルがいくつか

ありました。深刻ないじめではなく、冷やかしやから

かいのレベルで一応解決しましたが、水面下でくすぶ

らないか、繰り返されることはないかなど、引き続き

注意深く見守ってまいります。本校では「早期発見、

早期対応、早期解決」に努めていますので、ささいな

ことでも心配なことは遠慮なくご相談下さい。

最後に、体育館改修工事ではご不便をかけますが、念

願だった冷暖房が完備しますのでしばらくお待ち下さ

い。

これからの夏休み、ぜひご家庭でもひと声かけていた

だき、子供達が被害者にも、そして加害者にもならな

いよう、全員が元気に新学期を迎えられますようお願

い申し上げます。

本日は、ご多忙の中、運営委員会にお越し

いただきましてありがとうございます。

今学期も残すところ半月あまりとなりまし

た。

ＰＴＡの皆様方にはセーフティ教室への参

加や広報誌「絆」の発行等でご協力いただ

きまして、この場をお借りして感謝申し上

げます。

さて、六中も３年生から２年生へのバトン

タッチが始まっています。各部活動で、ま

た１０日に行われる生徒会役員選挙で。六

中の良き伝統が確実に受け継がれることを

希望しています。

ＰＴＡの皆様方には、夏休みの進学フェア、

国領地域盆踊り大会等、様々な形でご支

援・ご協力をお願いすることと思いますが、

どうかよろしくお願い申し上げます。

２学期の始業式には生徒の皆さんの元気な

姿、成長した逞しい姿を心待ちにしており

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

進学フェアin調布

2018年の様子
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活動報告・行事報告

1年
2年
3年

ＰＴＡ会費集金以外はとくになし
ＰＴＡ会費集金以外はとくになし
ＰＴＡ会費集金以外はとくになし

とくになし

6/10(月)
6/11(火)

6/24(月)
6/25(火)
6/28(金)

印刷屋にて「第98号 絆」原稿訂正作業実施
副校長先生へ発行部数の確認と、原稿確認依頼をする。
ＰＴＡ本部にも確認依頼をする。
印刷屋へ最終原稿を取りに行く。
副校長先生へ最終確認依頼
確認終了、印刷依頼

7月6日以降 全校生徒へ配布

6/10(月)頃
6/21(金)
7/ 1(月)

通学路パトロールお手伝いの方への資料配布
こくりょうみんなの広場第一回運営委員会出席
社会を明るくする運動
駅頭広報活動協力で、柴崎駅前でティッシュ配布

盆踊り（警備）のお手伝いの方への資料作成
7月前半配布予定 文書確認済み

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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セーフティ教室
担当：学級委員

4/20（土）
5/11（土）
5/17（金）
5/18（土）
5/24（金）～25（土）
5/29（水）
6/21（金）

前年度担当者より引継ぎ
担当先生に内容打診
担当先生より今年度の資料を受領
副会長と確認方法等相談
行事当番へのお手紙確認
副校長確認。印刷・行事当番へ配布
セーフティ教室当日
予定していた10名全員が講演会に参加。
アンケート記入【感想】

・ 便利なものではあるが、色々な危険なこと注意しなければならな
いこと考えなければいけないことがわかりやすい話でした。

・ 保護者からではなかなか伝わらない内容を、映像も使用してわか
りやすく講義していただいて、とてもありがたかった。

・ LINEやSNSでは、大人が想像しないようなことでトラブルに
なったりするんだとよくわかりました。

・ 学校側でこのような教室をたくさん開いていただき、普通の授業
では教えられないことを子どもたちに伝えてほしいです。

・ 子どもたちも静かに講義を聞いており、他人事ではないというこ
とを理解できたのではないかと思いました。

【反省・改善点】
・ 体育館の講義は暑かった。
・ 参加者のアンケートでは全員が有意義

という意見に対し、当番以外の参加者
は１人だったので、参加を促してもよ
いのではないか。

○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

6/12（水） □ＰＴＡ会費集金 学級、会計

6/19（水） □国領地域盆踊り大会打合せ 会長、副会長、地域コーディネーター

6/19（水）～21（金） ○期末考査

6/21（金） ○セーフティ教室
◇Ｐ連第3ブロック会議
□地区協議会「こくりょう・みんなの広場」
運営委員会①

学級
校長、会長
校外生活

6/22（土） ◇「進学フェアin調布2019」詳細案内資料送付 副会長

6/25（火） □「ＰＴＡだより６月」発行 書記

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

7/1（月） ○社会を明るくする運動 校外生活
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協議事項
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7/28(日)開催です。ポスター、全
校生徒配布用原稿が完成しました。
7/6(土)の進路指導に合わせて配布
します。配布したパンフレットの
受付票をご持参下さい。

前回の運営委員会で承認を受けた
とおり、カレー販売します。
こいのぼり祭で残ったラムネにつ
いては、盆踊りでラムネを販売す
る地区協にまとめて売ることにし
ました。

「進学フェアin調布2019」
について
副会長

「第40回国領地域盆踊り大会」
模擬店・タイムテーブルについて

副会長
2(金) 3(土) 4(日) 5(月)

準備
１日目 2日目

片付け
（雨天順延日）

順延したら
片付け

8月

(18:15) 健全かき氷券配布

18:30 開始

(19:30) お菓子配布（2日目のみ)

20:30 お店終了

21:00 撤収

行事当番終了アン
ケートをWEBで入力
できるようにフォー
ムを作成しました。
進学フェアから試行
します。用紙での回
収も並行します。

教室床の補修などの意見が出まし
たが、提出まで少し時間があるの
で引き続き募集します。

（参考）六中の昨年の提案
△ 教職員玄関用下駄箱の交換
× ゴミ置き場の新設・焼却炉解体
○ 児童館-文具店間の道の安全対策
× 旧ローソン横の歩道の拡幅

行事当番終了アンケートの
WEB入力化について

会長

施設改善要望の提出について
会長

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

優先度の高い右記３点を購入するこ
ととしました。
ボイスレコーダー（書記準備）、
ホワイトボード、ワンタッチテント
（副会長準備）は２学期以降検討し
ます。冷蔵庫は必要かも含めて協議
していきます。

活動自体の趣旨には賛同できるので
すが、取り組みが駅前でのティッ
シュ配り、しかも夜間・雨天決行の
中、小さなお子さん連れも多く、負
担が大きいという声があがっていま
す。次年度以降、ＰＴＡ活動として
今の参加の仕方を継続していくか、
検討を始めたいと思います。

Ｐ連第1回理事会報告
会長

今回は各校の会則を持ち寄り、比
較してみました。背景にはＰＴＡ
を取り巻く課題に、それぞれの学
校がどう対応しているかを確認・
共有するということがあります。
今後も調布市内の学校どうし情報
共有をしていこうということにな
りました。

地域学校協働本部報告
地域コーディネーター

• ＰＴＡだよりのホームページへの
アップを初作業しました。新着情
報に載らないなど課題もあります
が、引き続き対応します。

• 12月に体育館改修が完了します
が、この機会に校歌の額（S56年
の卒業制作）の新調をPTAで検討
してはどうでしょうか。規模とし
ては50~60万円ほどかかるよう
です。※今後継続検討します。

次年度に向けて「社会を明るく
する運動」への参加について

会長

台車（１台） ハンガーラックカバー
(１枚）

救急箱

盆踊り大会カレー鍋運搬用
荷崩れ防止用ロープとセット

制服リサイクル保管用
緊急時の外傷対応用

・絆創膏 ・包帯
・テープ ・ハサミ 等

（参考）他校の採用例

施設改善（校内設備）
• 廊下、教室床の改修
• トイレの改善
• 内装壁の塗り替え

環境整備（通学路・学校周辺）
• 速度注意や飛び出し注意等の

注意喚起看板の設置
• 防犯カメラの設置
• 街灯の設置

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYWtRk9ifsnr2JHkFYCa81PjKCSISbIWkYnILSUHPpfzSBCw/viewform
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お知らせ

第３回運営委員会９月３日（火）18：30～（ＰＴＡ室予定）
協議事項の予定：「備品の購入」ほか

※役員会同日18：00～（2F応接室）

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） 通学路パトロール 校外生活

7/19（金） 終業式

7/28（日） 進学フェアin調布2019 副会長、書記

8/2（金） 第40回国領地域盆踊り大会 1日目

8/3（土） 〃 2日目

8/4（日） 〃 片づけ

8/27（火） 始業式

9/7（土） 学校公開日

地区協議会「こくりょう・みんなの広場」運営委員会② 校外生活

地区協議会「こくりょう・みんなの広場」運営委員会③ 〃

2020/1/18(土)予定 教育シンポジウム ※９月上旬開催から変更になりました

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

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

