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《第２回ＰＴＡ全体委員会報告》 １２月２日（金）午後６時３０分～八中２階多目的室にて 
 

◎会長あいさつ  
お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日も短時間で、充実した会を開催したいと思いま

すのでご協力をお願い致します。 

◎副校長先生あいさつ 
師走に入り、慌ただしい中、お変わりなくお過ごしでしょうか。本日、校長不在で申し訳ありません。 

学校での生活は、新型コロナウイルスの影響が多少は残ってはいますが、保護者の皆様にもご協力いた

だき、予定通りスムーズに活動ができております。ありがとうございます。 

今年度も残り４ヶ月となりましたが、1,2 年生の移動教室や３年生の受験などありますので、今後もご協

力の程お願い致します。 

◎学年主任より 

【１学年主任】  
１年生は２学期に、合唱コンクールという大きな行事を初めて経験しました。どのクラスも、最初は練習の

仕方に迷いがあり、合唱に前向きになれない生徒もいましたので、苦労はしていたかと思いますが、一生懸

命頑張っていました。一番いい状態で、本番当日が迎えられたと思います。校長先生は、体育館でのリハー

サルの時は、「もう少し元気があってもいいかな」とお話しされていましたが、当日は「本番に強い学年だ

ね」という嬉しい言葉をかけて下さいました。その言葉を、生徒たちにも学年集会で伝えました。 

１２月に入り、移動(スキー)教室の準備をしています。生徒は常に全力,前向きです。移動教室以外の活動

もおろそかにせず、学校全体での生活レベルがますます上がっていくよう指導していきます。 

最後に勉強面です。２学期の定期考査Ⅲの数学の結果を見ると、今までのように点数が取れない生徒が

いました。内容が難しくなり、行事や部活動で勉強時間を作れていないのではないかという心配がありま

す。授業に対する姿勢や、学校,家庭学習の取り組み方についてより指導していき、上級学年に繋げること

ができればと思っています。今後ともよろしくお願い致します。 

【２学年主任】  
２年生は忙しい毎日を過ごしています。 

２学期に入り、定期考査Ⅱがあり、その後合唱コンクール,定期考査Ⅲの直後に校外学習、年明けには移

動(スキー)教室かあるため、今はその準備に追われています。 

校外学習は、『自分達で判断し行動する』ということを目標にしていました。昼食をとる予定だったお店

が休業していたり、入館無料と思っていた施設が有料だったり、事前の下調べが不十分だったということ

はありますが、その場でしっかり対応できたと思います。『自分達で考え判断し本部に連絡を入れること』と

各班長に伝えていましたが、その通りの連絡が入りました。「〇〇でお昼を食べる予定でしたが休業してい

たので、隣りにある〇〇の店に入って食べてもいいですか」というような報告がされ、『しっかり考え自分達

で判断する』という目標は達成できたかと思います。 

校外学習もですが、移動教室も、３年の修学旅行の班行動や、学習を計画する機会となるので、しっかり

準備をしていきたいと思います。 

学校生活全体では、中学２年生は、思い悩むことが多くある学年ということを感じています。授業や成績

のこと、部活動や委員会で中心になることで背負う悩みもあるようです。悩み考えながら、それが生徒の成

長に繋がればと思っています。一人一人と寄り添いながら声をかけ、指導をしていきます。今後ともよろし

くお願い致します。 

 

 



【３学年主任】   
 新型コロナウイルス感染の影響を受け、行事等が思い通りにできない状況からスタートした中学校生活
でしたが、あと４ヶ月程で卒業するという時期となりました。三者面談も始まり感慨深く思っています。 

合唱コンクールは、３クラス共に最上級生らしいとても素晴らしい合唱となりました。後輩達にその歌声,

姿を見せることができ、学年主任としても担任としても嬉しく、誇りに思っています。 

受験へ向けては、それぞれの目標に向かって本格的にスイッチを入れる時期に入りました。生徒たちは 

家庭で必死に勉強をしていると想像しています。学校ではなるべくリラックスできるように、友達との何気 

ない会話を楽しみ、ホッとできる雰囲気を作れたらと思っています。ON,ＯＦＦのスイッチをしっかり切り替 

え、けじめある学習生活を目標にし、これから取り組んでいきたいと思います。本人よりも保護者の方がや 

きもきされているかと思いますが、生徒たちは自分の進路をしっかり定め、最後に笑顔で卒業してくれる 

と信じていますので、最後までお付き合いの程よろしくお願い致します。 

◎各委員会より活動計画,報告,予定・・・別紙 1参照 

◎テニスサークルより・・・別紙 2参照 
毎週日曜日、八中のテニスコートにて活動しています。 参加費はボール代として1回２００円、月1回のコ

ーチ指導日は指導料として１,０００円が必要になります。現ＰＴＡ会員は少なく、ＯＢ,ＯＧの方と楽しく活動

しています。新規入会者募集中です。 

◎ＰＴＡ役員より  

＊緑ヶ丘・仙川まちづくり協議会    
11/6(日)地域防災訓練 緑ヶ丘小学校にて 

       校庭   ： 消火器体験,通報訓練,煙体験,防災倉庫見学 

体育館 ： 急処置の方法、避難所開設  

☆100名を超える参加者があったが、小,中学生の参加者はほぼなかった。PTAからも告知を 

してほしいという要望があった。次年度開催会場は第八中学校 

予定 ： 運営委員会 1/10,2/1４,3/7 文化交流分科会 12/3,2/18 桜まつり実行委員会 3/4  

2/18(土) うたごえサロン  緑ヶ丘地域福祉センターにて 

3/25(土) 桜まつり      緑ヶ丘小学校校庭にて 

1月に出店と出演を募集 

コロナ禍前の開催では、毎年八中 PTAは駄菓子屋を出店、八中ダンス部がダンス発 

表で舞台出演をしていた 

4月末〜5月初旬 仙川鯉のぼり流し ３年目 

鯉のぼり制作は、緑ヶ丘小学校全児童と八中美術部にお願いしている 

昨年（1年目）は約 400匹、今年(２年目)は約 800匹が仙川上空を鯉のぼ 

りが泳いだ 

＊健全育成緑ヶ丘地区委員会  

定例会 ： 5/27,6/24,7/22,9/23,11/25 

☆各団体からの報告、イベント内容の話し合い、今後についての意見交換など 

7/13(水)社会を明るくする運動の広報活動『非行防止キャンペーン』 

社会を明るくする運動のグッズを配布しながら、この運動の趣旨や実施事業の PRをする 

コロナ禍前は京王線各駅（仙川〜調布）頭にて実施。一昨年度と昨年度は中止。今年度は調布 

駅頭のみで実施。緑ヶ丘地区委員担当の仙川駅頭での活動は中止 

       社会を明るくする運動には、➀広報活動②中学生意見発表会③中学生サッカー教室がある 

7/16(土)みどりんの焚き火 雨天延期 11/19火起こしと花火開催  

八中生の申し込みは 3名、部活動の都合で急遽２名欠席 

10/16(日)緑ヶ丘児童館まつり開催 

担当役員２名,イベントスタッフ 3名参加 チケットは完売  

八中のダンス部のダンス発表,八中学習支援員によるジャグリング披露 

10/29(土)みどスポチャレンジ(旧緑ヶ丘地域運動会) 

緑ヶ丘小学校開放運営委員会主催,緑ヶ丘小学校校庭にて開催 

土曜日 9:00-11:30緑ヶ丘健全ソフトボール teamの練習支援 



予定 ： 定例会 ： 1/27,3/24 

12/4 親善ソフトボール大会（予備日 12/11）市内小学校 20校中 16校参加 

3月   4校（緑ヶ丘,滝坂,若葉,調和小）健全ソフトボール大会 

＊健全育成滝坂地区委員会   
定例会 6/2,7/7,9/1,10/6,11/3,12/1 次回予定 1/12 
6/11(土) ソフトボールの練習のお手伝い  夏休み開催予定のつつじヶ丘ふれあい夏祭り中止 

8/6(土)  応急救護訓練 AED使用方法や心臓マッサージの仕方を消防士から指導を受ける(事故や夏 

ソフトボール練習時の熱中症対策) 

8/20(土) ソフトボール参加児童ゲーム大会 

11/6(日)  つつじヶ丘児童館まつり 

予定 ： 12/4(日)親善ソフトボール大会 (予備日 12/11) 

市内小学校 20校中 16校参加 滝坂地区は児童 21名出場予定 

1/17(火)地区委員研修会(講演会) 

テーマ ： 地区委員会活動を担う人材の育成,確保 講師 ： 合同会社代表 

☆八中の学校公開には、川手会長が足を運んでくれています。 

☆新型コロナウイルス感染の影響により、活動できない日々が続いてしましたが、ようやっと予定通りの 

活動ができるようになり、子ども達はとても喜んでいます。 

＊緑ヶ丘児童館運営委員会     

6/1(水) 運営委員会(事業計画共有) 
中高生の居場所づくり 

➀緑ヶ丘児童館の中高生世代の居場所『フリースペース』 

土曜の午後、緑ケ丘児童館と隣接する緑ケ丘地域福祉センターの一室を開放。開放日は月により異 

なるので、ホームページや生徒に月一回配布されるチラシで確認して来館してください。来年 1月か 

らのチラシ制作は、八中美術部が担当します。 

➁調布市青少年ステーション「ＣＡＰＳキャプス」 

西調布駅から徒歩５分程のところにあります。中高生がスポーツ,音楽,ダンスなどを楽しめる施設で 

す。 

7/16(土) みどりんの焚き火 雨天中止 

10/16(日) 緑ヶ丘児童館まつり「みどわーつ」 

3年ぶりに開催。八中PTAは受付,検温,消毒の手伝い、野外ステージでは八中ダンス部によるダ 

ンス発表,学習支援員によるジャグリングが披露された。飲食はなかったが、多くの子どもたちに 

楽しんでもらえた。 

＊ふれ愛のつどい実行委員会     
       2/26(日)開催予定 緑ヶ丘地域福祉センターにて 

      実行委員会 11/2,12/6,1/17 前日準備 2/25 

＊学校保健委員会  
   7/2(火)第 1回保健委員会開催。学校医･薬剤師･校長･副校長･養護･栄養士の先生方が出席 

定期健康診断の結果,保健室利用状況,給食におけるアレルギー対応,保健教育,学校環境検査について 

養護の先生より、健康診断で要検査となっても受診率が低いとの話があった 

学校環境検査は給食施設,水道水,プールの水質,ダニ,アレルゲン等を検査し、問題はなし 

第 2回は 2月開催予定 

＊二十歳を祝う会 〈成人年齢引き下げにより、『新成人を祝う会』から『二十歳を祝う会』と改名〉 
1/9(月・祝) １０:45～１１:45 調布中・神中・七中・八中  １３：15～１４:15 三中・四中・五中・六中 

成人の日に、調布市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たが、昨年度からは、新 

型コロナウイルス感染対策により、会場は調布市役所前庭、２部制の開催となった。雨天の場合について 

は検討中。現ＰＴＡや新成人の保護者,同窓会が主となり、アルバムの写真や恩師からのメッージカードを 

展示、各校が趣向を凝らした企画で、二十歳の卒業生を祝福する。在校当時お世話になった先生方も招 

き、再会を喜ぶ場となっている。現３年 PTＡ学級委員会がこの会の連絡係となる 



＊P連中学校親善ソフトボール大会   

   11/6(日)調布基地跡地屋外運動施設 E5,6グランドで開催 

   結果は 1勝 1敗。1勝はさよなら勝ち。今年度は特別ルールとして、高校 2年生までの卒業生保護者の 

参加も認められました。先生６名、現保護者８名,卒業生保護者４名が参加し、楽しい１日を怪我なく過ご 

すことができました。応援に来て下さった皆さんもありがとうございました。来年も参加し、初優勝を目 

指したいと思います。 

P連の体育行事は４つありますが、今年度八中が参加できたのは、このソフトボールのみ。来年度はバレ 

ーボール,卓球,バドミントンも、参加できればと思っています。 

 

＊Ｐ連進学フェアについて   
コロナ禍前は、電気通信大学を借りて開催していたが、３年連続紙面開催となった。進学を考える上で 

の参考資料として、７月に都立高校41校を紹介する冊子,9月に都立高校の生徒が書いてくれた学校紹 

介“教えて先輩”を全生徒に配布している。 

＊ベルマーク活動について   
回収方法はホームページ“ＰＴＡより”に掲載されている。 

     集計作業は２月にイベントスタッフと担当役員が行う予定。現在の残高は 12,308円 

 

＊PTA室用掃除機購入について 
   昨年度第２回の PTA全体委員会で承認を得たＰＴＡ室用掃除機を今年度中に購入する予定   

 

＊冷水機２台目追加設置について・・・別紙３参照 
   PTA会員からの異議申し立て(１２/９期限)がなかったため、PTA全体委員会の構成員の了承を得て、 

購入(学校に寄贈)することとする。設置時期は今年度中。業者と学校側と相談の上決定する。 

 

＊次回持ち越しの議題 

PTA連絡用システム『マ・メール』地域団体からの配信について 

 Q ： 地域からのお知らせをマ・メールを利用して配信してもよいか 

      A ： ・配信ができるのは PTA役員マ・メール担当者のみなので、負担になるのではないか 

・情報が多く、メールが届く回数が増えると、大事なお知らせを見逃すことに繋がらない 

か 

・月一回などと、日にちを決めてまとめて配信すればよいのではないか 

・中学生の参加を呼び掛けるイベントのお知らせや、中学生に有益な情報のみに絞って 

配信するのはどうか 

 

※ご意見は、PTA連絡メールアドレス chofu8pta@gmail.com まで 

 

  

         

  

 

 

 

 

 

PTA活動にご協力をお願い致します。 

ＰＴＡ活動に関しての質問やお困りごとは 

ＰＴＡ役員(chofu8pta@gmail.com) もしくは  

ＰＴＡ活動アドバイザー福田なお美 090-8027-8306 

LINE ID fukudanabochi  までご連絡ください。 

mailto:PTA連絡メールアドレスchofu8pta@gmail.com


 

◎今後の主な行事確認  PTA,学校協働本部関係のみ  ※年間行事予定表 ホームページ参照 

R4. 12/2  (金)～ 12/8(木) 三者面談  

12/16(金)  保護者会(1,2年生)  

移動教室説明会(1,2年生) 

  

12/23(金)    終業式  

R5.  1/ 9(月・祝) 二十歳を祝う会 

1/ 10(火)   始業式 

1/  13(金)  第 3回英語検定  ＊申し込み終了   ☆2次 2/19(日) 

2/  10(金)  第 3回漢字検定  ＊申し込み期間 12/21(水),12/22(木) 

3/ 10(金)  保護者会(全学年) 

       3/  17(金)  卒業式 

3/  24(金)  修了式 

4/   6(木)  始業式     

4/   7(金)  入学式  

 

 

 

 

 

4月中旬  保護者会 

 

 

 

 

 

 

５月初旬   ＰＴＡ総会 

 

          

 

 

 

           Merry Christmas 

＆ 

     A Happy New Year     
 

 

 

 

令和 5年度新２,３年生の PTA役員候補８名 

を選出(新２年生：４名、新３年生：４名) 

選出された８名の中から互選会にて 

会長,代議員となる副会長候補２名を選出 

≪担当：役員選出委員  

補佐：１,２年学級委員、PTA役員≫ 

 

 

入学式後の保護者会にて 

・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 5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≫ 

・令和 5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≫ 

・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≫ 

・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≫ 

令和 4年度 PTA役員と会計監査、 

令和 5年度 PTA役員,各委員,会計監査  出席 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTAサークル紹介 八中唯一 

八中 PTAテニス 

サークル 
練習日：日曜日午前９時～午後２時 

の間で２～３時間 

活動場所：八中テニスコート 

参加費：200円/1回 ボール代 

活動内容：テニスの練習 

楽しく活動しています 

運動不足解消と保護者間の親睦を 

目的としています 

見学＆体験いつでもＯＫです 

興味のある方は、練習日に 

テニスコートまでお越しください 

問い合わせ先 

福田なお美 

090-8027-8306 

Member大募集中❢ 

別紙２ 



令和 4年 12月 5日 

PTA会員の皆様 

調布市立第八中学校 PTA 

会 長  大 谷 将 郎 

冷水機２台目設置ついて(承認) 

日頃より PTA活動にご理解,ご協力をいただきありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、思うような PTA活動をすることができずにいた中で、

２年以上に渡り、生徒や学校のためになる PTA会費のよりよい使い道を考えてきました。 

毎年７月に、保護者の皆様に、施設改善と環境整備の要望をお聞きしています。今年度は、冷水機

の設置の要望が多く寄せられ、先生方や生徒からもその声はあがっておりました。 

そこで、PTＡの皆様の力(ＰＴＡ会費)をお借りし、本校２台目の設置に向け、準備を進めたいと思い

ます。 

≪設置場所≫ 

1階 3年生教室手前 水飲み場横 

    ＊１台目の冷水機は２階職員室前にあります。校庭や体育館,テニスコートからの距離があり、不 

便さを感じていました。夏場は利用率が高く、行列することがありました。 

     ＊校庭,体育館,テニスコートに近い場所(西側エレベーターホール近く)の設置を考えていました 

が、構造上厳しい背景があり、設置業者の担当者,学校側と相談の上、この場所としました。  

≪業 者≫ 

  株式会社OSGコーポレーション 

≪機 種≫ 

  西山工業株式会社 

  WMSシリーズ ウォータークーラー 

 日本水道協会 認証登録番号 B-117  水道直結式WMS-D51P2  

床置型 自動洗浄機能付 抗菌標準装備 

≪費 用≫ 全額 PTA負担 

本体              105,490円  

設置費              66,000円  

＊令和４年度末PTA預金残高(予定)566,565円(令和４年度PTA総会資料予算表参照) 

≪メンテナンス費用≫ 全額 PTA負担 

年 1回              26,400円  

≪寄贈プレート≫ 

無料 

 
２台目冷水機設置について異議申し立てのある方は、12月 9日(金)までに、PTA連絡用システム マ・メール 

問い合わせメールアドレス chofu8pta@gmail.comまたは↓問い合わせ先までご連絡ください。 

異議申し立てがなかった場合は、ＰＴＡ全体委員会の構成員の承認を得て設置を致します。 

＊問い合わせ＊ PTA会長            大谷将郎   090-2633-4910  

PTA活動アドバイザー 福田なお美 090-8027-8306 

別紙３ 


