
                                    令和２年３月２５日 

ＰＴＡ会員の皆様      

                                      調布市立第八中学校 PTA 

                                     会 長 長 谷 川 正 

            

☆３月９日(月)第３回ＰＴＡ全体委員会 新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として中止☆ 

 

◎会長挨拶 

今年度もＰＴＡ活動にご協力いただきありがとうございました。 

新型コロナウィルスの影響により、学校生活や行事に大幅な変更がありました。ＰＴＡ活動においても急

な変更をせざるを得ない状況になりましたが、保護者の皆様にはご理解いただき、対応をして下さったこと

感謝申し上げます。今後も状況を見ながらの活動となりますが、引き続きよろしくお願い致します。 

 

◎ＰＴＡ役員より 

施設改善・環境整備要望について      

Ｐ連が各校からの要望を取りまとめ、昨年９月に教育委員会へ要望書を提出しました。回答は４月頃。 

本校の要望：施設改善①窓ガラスを強化ガラスに交換 

➁校舎内にバリアフリー多目的(だれでも)トイレを設置 

環境整備①学校周辺(特に正門前)環境の安全整備 

②西門(テニスコート)前にミラーを設置 

来年度も今年度同様に、７月頃に要望をお聞きします。ご意見お聞かせください。 

新成人を祝う会 報告 

新成人を祝う会とは、毎年成人の日 (正午～午後１時１５分) に、調布グリーンホール小ホールまたは調 

布駅前広場で行われています。調布市内公立中学校のＰＴＡや同窓会主催によるもので、在校当時お世話に 

なった先生方を会場に招待するほか、卒業時に書いた“５年後の私へ”の手紙を渡したり、アルバムや恩師

からのメッセージカードを展示するなど、各校が趣向を凝らした企画で、卒業した新成人を祝福、再会を喜

ぶ場となっています。今年も多くの卒業生とその保護者が足を運んでくれました。 

現３年生の学級委員が連絡係となります。祝う会開催前年の１０月頃に、担当のＰＴＡ役員より連絡がい

きますので対応をお願い致します。学級委員はあくまでも連絡係なので、他の保護者に協力してもらい、準

備をすすめて下さい。 

Ｐ連講演会 kewpie マヨテラス見学会 

１月３０日(木)午後３時３０分～４時５０時 校長先生、行富先生、保護者９名が参加 

マヨネーズについての学習、製造工程（映像）の見学、オリジナルマヨネーズ製作を行いました。マヨネ

ーズやドレッシングのお土産もいただきました。非常に楽しい見学会となりました。    

給食試食会 

２月４日(火)午前１１時５０分～午後１時３０分 校長先生、地域学校協働本部地域コーディネーター、 

保護者１７名が参加 

本校栄養士の方から、給食を作る上で気をつけていることや調理の流れなどについてのお話を聞くことが

できました。さらに、生徒たちの配膳の様子を見学することもでき、とても充実した試食会となりました。 

ベルマーク・インクカートリッジ回収ついて  

第八中学校学区内の緑ヶ丘小学校ＰＴＡでは、平成２１年度よりベルマークの回収活動を行っていて、本

校ＰＴＡは、ベルマーク回収箱及び使用済インクカートリッジ・トナーカートリッジ専用回収箱を２階職員

室前に設置することで、緑ヶ丘小学校ＰＴＡの回収活動に協力してきました。 

緑ヶ丘小学校ＰＴＡに協力するという方法で活動してきましたが、一昨年ＰＴＡ会員より、「本校単独 

での活動ができないか」という声があがり、今年度は、２月２７日に担当役員とイベントスタッフで、回収

後の仕分け→集計→ベルマーク協会への送付までをやってみました。ベルマークは２４８９.４点、インク

カートリッジも１５６個と、備品を購入するには程遠い数字でしたが、今年度も引き続き、“ＰＴＡ会員の 

年度末号 



 

負担にはならないか”“生徒のための活動になるか”また、“ウェブベルマークの活用”も視野にいれなが

ら活動し、今後を考えていきたいと思っております。 

令和２年度のＰＴＡ新体制が整い、会員の皆様にも伺いますので、ご意見お聞かせください。 

尚、活動の方向性が決まるまでも回収は今まで通り行います。息の長い、地道な活動となりますので、ご

協力をお願い致します。 

ベルマーク運動の参加資格は学校のＰＴＡ団体及び大学・公民館等に限られていて、「学校備品充実に貢 

献できると同時に、さまざまな教育のための援助に協力できるのが特徴です。ベルマークの点数〈１点１円〉

を使って学校の備品を購入した場合、購入費用の一割を、へき地学校・災害被災校・開発途上国などの子ど

もたちへの援助資金に寄付するシステムにもなっています。 

お子様を通して回収箱に入れて下さい。２階職員室前の廊下にあります。またキャノン、エプソン、ブラ

ザーの使用済インクカートリッジ、トナーカートリッジ(純正に限ります)も同様にお願いいたします。 

学校保健委員会より 

２月１９日(水)午後１時３０分～２時３０分 校長先生、副校長先生、養護教諭、栄養士、学校薬剤師、 

学校医、ＰＴＡ担当役員２名が出席  

健康診断（視力、眼科、耳鼻科、歯科）の治療済者数の割合が、学年が上がるにつれ低くなっている。新

型コロナウィルス感染予防には手洗いとうがいを徹底すること。口腔内を綺麗にすることは健康維持に繋が

り、ウィルス感染もしにくくもなる。食事の際は良く噛むこと。給食後にうがいをする生徒が増えたことは

とても良いこと。３月に３年生対象に薬物乱用教室がある(臨時休校により中止)が、薬物についての正しい

知識が必要。現状を知るとともに、今後に役立つお話を聞くことができました。      

イベントスタッフ制度の報告      

毎年、一家庭 1 イベントのお手伝い（ＰＴＡ役員・各委員を除く）をお願いしています。今年度もご協

力ありがとうございました。来年度も引き続きこの制度を活用していきたいと思っていますので、よろしく

お願い致します。 

保護者証ホルダーの件                   

ホルダーを紛失、破損された場合は、個々で購入し対応して下さい。保護者証とパトロール中の用紙の紛

失は、ＰＴＡ役員に連絡して下さい。即配布致します。以前は卒業時にホルダーを回収していましたが、現

在は回収していません。 

配布物保存について                  

作成→配布した文章は全て、ＰＴＡ室内のパソコンにデータを残してください。デスクトップに委員会毎

のフォルダがあります。また、ＰＴＡ保管ファイルと地域学校協働本部福田用箱に原稿を各 1 部ずつ残し

てください。 

ＰＴＡ室使用について             

ブッキングを避けるために、使用の際は必ず予約してください(予約方法：ＰＴＡ室前の廊下の壁のカレ

ンダーに使用する委員会(個人)名、時間、パソコンや印刷機の使用の有無を記入する)。来校できない場合は

ＰＴＡアドバイザーに連絡し、記入を依頼してください。夜間(午後５時以降)使用する際は、必ずＰＴＡ活

動アドバイザーに連絡。行事のない土日は原則使用できませんが、部活等で学校が開放していることもあり

ますので、使用したい時はＰＴＡ活動アドバイザーに相談してください。 

その他  

◇来年度以降のＰ連講演会の企画について  

  資料➀参照。次年度以降に開催して欲して講演会があれば、ＰＴＡ役員にご提案ください。 

◇ＰＴＡ総合補償制度(PTA 保険)見直しについて 

  資料➁参照。令和２年度第 1 回全体委員会の議題となります。ご意見お聞かせください。 

◇ＰＴＡ活動で使用する連絡先について 

今年度から学級緊急連絡網が廃止となりました。ＰＴＡ活動においての緊急な連絡(例：提出物が未 

提出、イベントのお手伝いが急遽中止になったなど)ができず、会員の皆様にご迷惑をおかけした場面 

がありました。来年度は、年度始めに連絡先を提出していただきます。取り扱いには十分注意致します 

ので、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

 



◎今後の主な行事(ＰＴＡ活動含む)確認 

3/26(火)-4/5(金) 春休み 

4/6  (月) 始業式 

4/7  (火) 入学式・新一年生保護者会 

 

 

 

 

 

4/15 (水) 全学年保護者会 

 

 

 

                           

4/17 (金) 離任式 

 

 

4/22(水) ＰＴＡ総会・部活保護者会 

4/25(土) 学校公開日・調布市防災教育の日  

令和元年度 ＰＴＡ役員会 活動報告 

学校行事 

学校公開、体育祭、学習発表会、学校説明会、新入生保護者説明会、 受付 

セーフティ教室、道徳授業地区公開講座、オリンピック・パラリンピック講演会 拝聴 

入学式・卒業式 受付・来賓案内・列席 

学校保健委員会 出席 

Ｐ連 

会長担当：新旧理事会、理事会、代議員会(＋副会長２名)、第３ブロック会議、教育懇談会 

(＋副会長２名 ) 出席 

Ｐ連副会長、Ｐ連体育行事担当、Ｐ連バドミント運営委員長           

Ｐ連進学フェア運営             

Ｐ連体育行事（ソフトボール・バレーボール・卓球・バドミントン）準備・運営・応援 

Ｐ連講演会 企画・開催               

新成人を祝う会準備・運営               

地域の 

委員会 

 

 

 

緑ヶ丘地区 

健全育成推進委員会 

総会、定例会(１回/月）、研修会、講演会 

あいさつ運動、ソフトボール練習見守り 、みどりんキャンプ 

滝坂地区 

健全育成推進委員会 

総会、定例会(１回/月） 

滝坂地域懇談会、おらほせんがわ夏まつりパトロール、つつじヶ丘

ふれあい夏まつりパトロール・出店、地域運動会、ソフトボール練

習見守り 

緑ヶ丘・仙川 

まちづくり協議会 

総会、定例会(１回/２ヶ月） 防災訓練 

文化交流分科会：うたごえサロン・スポーツしようよ！ 

緑ヶ丘児童館 

運営委員会 

会議(８回/年 運営会議、イベント実行委員会、反省会含む） 

みどりんキャンプ・緑ヶ丘児童館まつり 

ふれ愛のつどい 

実行委員会 

会議(５回/年 反省会含む)  

ふれ愛のつどい喫茶室開設 

市教委主催行事 社会を明るくする運動 非行防止キャンペーン 

ＰＴＡ行事 

総会 平成３１年４/２４  全体委員会・役員会 ５/２８、１２/３ 

役員打ち合せ １０/５.６、給食試食会 ２/４ 

 

５月３０日(土)体育祭 

百足競走で、ストッキング・タイツを

使用します。伝線していても、何色で

もОＫです。寄付をお願い致します。 

入学式後の新 1 年生保護者会にて、 

・PTA 加入届回収、PTA 会費集金 

≪担当：PTA 役員 補佐：1,2 年学級委員、役員選出委員≫ 

・令和２年度 新 1 年生 PTA 役員候補、各委員候補を選出。 

≪担当：役員選出委員 補佐：1,2 年学級委員、PTA 役員≫ 

全体保護者会後 

・PTA 会費集金 

≪担当：PTA 役員 補佐：1,2 年学級委員・役員選出委員≫ 

・令和２年度 新 2.3 年生各委員候補を選出。 

≪担当：役員選出委員 補佐：1,2 年学級委員、PTA 役員≫ 

・保護者会後の互選会にて、PTA 役員候補は役職を決定、引き継ぎ。 

各委員は委員長・副委員長選出、引き継ぎ、担当教諭へ挨拶。 

≪担当：PTA 役員、各委員１名引き継ぎのため出席≫ 



会計 
通帳の名義変更、積立金入金、活動費支払い、ＰＴＡ保険加入、ＰＴＡ会費集金、 

諸費用支払い、収支決算書・予算案作成 

書記 

総会・全体委員会・役員会 記録 

ＰＴＡ活動に関わる書類 作成・印刷・配布 

(総会案内・総会資料・入学式資料・全体委員会・役員会・ＰＴＡ役員委員名簿・イベント

スタッフアンケート・イベントスタッフ担当表など) 

その他 

ベルマーク活動(回収・仕分け・集計・送付)    イベントスタッフリーダー 

転入生 対応        ＰＴＡ総合補償制度 補償内容確認・更新手続き 

緑ヶ丘小学校・滝坂小学校 行事 出席 

他校周年行事 出席(第三中学校、第五中学校、国領小学校、上ノ原小学校、調和小学校) 

＊ 全ての活動を、ＰＴＡ役員とイベントスタッフで分担＊ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和元年度 各委員会 活動報告 

 

学級(1 年） 

7/3   茶話会 (クラス毎)   

秋の懇親会のお知らせ作成・配布・出欠席表 回収・集計          

10/26 秋の懇親会 仙川「燻製のおはなし」にて開催（79 名中 32 名参加） 

12/19  役員選出委員 補佐(令和 2 年度 新 2・3 年生 PTA 役員候補 選出) 

学級(2 年） 

 

7/3   茶話会  (クラス毎) 

12/19  役員選出委員 補佐(令和 2 年度 新 2・3 年生 PTA 役員候補 選出) 

 

 

学級(3 年） 

 

 

3 学期 卒業行事に向けて、学級委員及び学年の先生方と打ち合せ 

2/7  卒業行事についてのお知らせ 作成・配布 

2/28  「5 年後の私へ」ハガキ作成のお願い配布 

2/28・3/5 3 年生から学年の先生方へのメッセージ作成のお願い配布 

3/19   3 年生に書いてもらったメッセージに装飾をし、生徒経由で先生方へ渡す 

新成人を祝う会 担当(連絡係) 

＊2/28 に休校と聞き、ようやく受験が終わり活動できると思った頃でしたので、慌 

ただしさと寂しさの中、何とか上記のことだけ行いました。学年末なので、どの学 

年の皆様も何かしらのお気持ちだと思います。もうお会いすることもままならない 

と思いますので、ここで一年間お世話になったことに感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

文化教養 

＊家庭教育セミナー 講師・開催日決定 

講師と連絡を取りテーマ決定、市報ちょうふに開催広告掲載 

チラシ(参加申込書)・イベントスタッフへの手紙 配布 

出席者集計、当日の役割分担確認、アンケート等の準備 

10/5  家庭教育セミナー開催 市への報告書作成・提出 

〈テーマ〉知ってるだけで楽になる！家族にあったお片づけ  

〈講  師〉ライフオーガナイザー 植田洋子 氏 

3 月   リサイクル協力依頼書作成・配布 資料➂参照 

 

広報 

年 2 回の『はばたき』の発行計画  学校行事・子どもの学校生活・PTA 活動を取材 

教職員へアンケート実施 生徒へのコメント依頼 記事編集 

7 月 広報誌はばたき第 60 号 発行  3 月 広報誌はばたき第 61 号 発行 

新型コロナウイルス感染拡大防止の措置として、３/２～３/２５まで臨時休校となり、 

学校行事や地域のイベントが中止・延期となりました。 

年度末の収支決算書作成や年度始めの入学式・総会資料の準備については、感染拡大防

止策(マスク着用、換気、少人数、短時間など)を取り実施、第３回全体委員会(3/9 実施予

定)は中止、卒業式・入学式の参列もなしとなりました。 

「感染拡大防止に関するＰＴＡの対応について」を本校ホームページ(ＭＥＮＵ→ＰＴＡ

より)に掲載しました。 

  

 



 

 

 

校外 

 

イベントスタッフへの手紙配布 

5/18   体育祭会場内パトロール・自転車整理 

6/3-6/7  春のあいさつ運動  10/28-11/1 秋のあいさつ運動 

7/28.29   つつじヶ丘ふれあい夏まつり パトロール 

8/3.4     おらほせんがわ夏まつり パトロール 

通年    定期パトロール 

3 年 6/3～10/11   2 年 10/15～12/13  1 年 12/16～2/28  総括 

( PTA 役員・各委員を除く PTA 会員が協力 ) 

 

 

 

 

役員選出 

 

 

 

7/10   平成 30 年度役員選出委員と共に、令和 2 年度 PTA 会長・PTA 役員・各委 

員選出方法の見直し（相談） 

10 月  令和 2 年度 PTA 会長候補立候補選出の手紙作成・封入・配布 → 回収  

11 月  令和 2 年度 PTA 会長候補選出(長谷川正氏)結果について配布 

12 月  保護者会出欠席表/令和 2 年度新 2・3 年生 PTA 役員候補選出についてのお 

願いの作成・配布 

12/19  全体保護者会後、令和 2 年度新 2・3 年生 PTA 役員候補選出。新 3 年生から 

3 名、新 2 年生から 4 名を選出 

2/1・7 令和 2 年度 PTA 役員候補者へ 1 年間の流れを説明、代議員となる副会長 2 

名を選出 

*平成 31 年度 PTA 総会(4/24)に出席  

*各委員長・副委員長は PTA 全体委員会(5/28、12/3)に出席 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 各サークル 活動報告 

 

バレーボール 

 

 

☆大会出場前 練習 

7/14  調布市公立学校 P連バレーボール大会  親睦 

9/22  調布市公立学校 P連バレーボール大会  本戦 

12/1 ウィンターカップ 

 

テニス 

 

☆毎週日曜日 八中テニスコートにて練習 

月一回 外部コーチによるレッスン 開催 

 

バドミントン 

 

☆日曜日(月 2-3回)19：00-21：00 八中体育館にて練習 

6/16   家庭地域親睦バドミントン大会(ＦＦＢ)  出場 

9/23   調布市公立学校 P連バドミントン大会  出場 

*各サークル代表者は PTA 全体委員会(5/28)に出席 

 

 

 

1.2年生の保護者の皆様 

～来年度もPTA活動にご協力をお願い致します～ 

 

3年生の保護者の皆様 

～ご卒業おめでとうございます～ 

 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止に関するＰＴＡの対応＊ 
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、原則 ２月２８日～３月末日までの活動自粛 
➀ 3/3 学年合同茶話会  全学年中止 

➁ 3/9  ＰＴＡ全体委員会  中止 

➂ 定期パトロール        1年Ｃ組 当番№３１(3/2～3/6)  中止 

                       振替え 朝のあいさつ運動 3/9   中止 

④ イベントスタッフ手伝い   中止 

         3/12合唱コンクール  3/19卒業式  3/27 ＰＴＡ総会・入学式資料➀   3/28 桜まつり                   

     

※広報委員会(広報誌はばたき 61号 配布)、役員選出委員会(保護者会出欠席表 

/令和 2 年度新 2・3 各委員候補選出についてのお願い作成・配布)ついては、 

感染拡大防止策(マスク着用・換気・少人数・短時間など)を取り、活動しました。 


