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初秋を迎え、朝夕はだいぶしのぎやすくなってまいりました。 

生徒の皆様においては有意義な夏休みを終え、心新たに新学期を迎えられたことと思い

ます。 
 
 

第４回運営委員会 

日時  ９月３日（火） 午後３時より 

場所  図書室 
 
 

■ 議事 

グラウンドゴルフ大会 

１１月９日（土）東方公園多目的広場にてグラウンドゴルフ大会が開催されます 

（予備日はありません） 

 

〇各委員会のお手伝いと集合時間、集合場所 

 集合時間 集合場所 仕事内容 

生活委員会 ６：１５  

 

 

本部テント前 

 

駐車場２か所での誘導 

地区委員会 ７：１５ 受付のお手伝い 

広報委員会 ７：３０ 給水所で参加者に飲み物を提供する 

２学年委員会 ７：３０ スポーツ委員のお手伝い（バインダーの受

渡しや召集確認 等）、選手の点呼 

３学年委員会 ８：３０ トイレ点検・清掃（トイレットペーパーや

ゴミ箱の設置、撤収 等） 

１学年委員会 １０：００ お昼準備 袋詰め 

 

〇昼食 ランチパック、おにぎり、お茶（保冷バッグは各自持参） 

〇駐車場 後日、本部より地図にて連絡いたします（車での来場可能） 

 

 
 
 



ＰＴＡ祭 

１０月２６日（土）ＰＴＡ祭が開催に向け、出店品目が確定しました 
 

○ 各委員会・部活動の出店品目 

１学年委員会 アメリカンドック 

２学年委員会 焼きそば 

３学年委員会 飲み物（お茶、コーラ、アクエリアス、三ツ矢サイダー） 

生活委員会 大学いも 

広報委員会 フランクフルト 

地区委員会 冷やしうどん 

本部 焼き鳥 

卓球部 プリン（バナナ・ピーチ） 

おにぎり（鮭・ツナ・チキンマヨ） 

サッカー部 からあげ、ワッフル（プレーン・チョコソースがけ） 

吹奏楽部 チュロス 

バレー部 ピザ（マルゲリータ）、カップチョコバナナ 
  
 

○ 食券の申込み、集金について 

８月３０日（金）、申込みについての案内と封筒を配布 

８月３０日（金）、PTA 祭お手伝い募集の案内を配布 

９月９日（月）、申し込みについてのメールを配信予定 

９月１０日（火）、１１日（水）朝８時１５分～８時４５分 各教室前にて集金 
 

〇 おやじの会からのお餅は、PTA 祭で購入予定のない生徒にも 無料のお餅の食券を

配布するので、集金袋の収集をお願いします 
 
 
 

区Ｐ連情報交換会 

７月１３日（土）都筑区役所１階 多目的室にて、区Ｐ連情報交換会が行われ 1 学年、

広報委員、地区委員、本部委員（副会長）が参加しました 

 
 

【参加者から 内容】 

副会長 各学校の本部役員、委員の選出方法について 

 役員免除について 

 個人情報の取扱いについて 

 クラス懇親会開催するにあたり、予算の決め方など 

 委員として決まっているのに、出席しない PTA への対応 

１学年委員 ８校中５校がクラスの懇親会を行っている 

高校見学のバスツアー開催 



中学校で行われる学年行事や球技大会などで、豚汁やお汁粉を学年委

員が作り、配っている 

広報委員 掲載内容としてはほぼ同じ 

 編集は自分たちで行い、印刷だけを業者に依頼している 

 今後は広報誌の発行もネット配信する時代になるのでは… 

地区委員 あいさつ運動は、働いている方や小さいお子様がいる方には時間的に

厳しい 

 パトロールを夜７時に警察と一緒に行っている 

 役員選出は、２・３年生対象という学校と、１年生も対象にしている

学校がある 
 
 

■ 学校より 

〇熱中症対策として、各部活動に熱中症計を渡し、状況に応じながら活動しています。 

 熱中症気味になった生徒に関しては、保護者の方に学校あるいは練習会場まで足を運ぶ

協力をいただきました。 

校舎内では、会議室 B を強めの冷房で冷やし、熱中症気味になった生徒をこの部屋で冷

やす対策をとりました。 

〇学校だけではなく LINE などを通して相談できる、色々な相談機関がある事を生徒、保

護者向けに案内をしました。 

〇＜ふれあいの時間＞にて、担任の先生と生徒が１人ずつ、夏休みの様子や２学期の生活

などを話しました。 

〇夏休みが明け、生活のリズムが戻っていない生徒がいます。朝ギリギリの時間に駆け込

む生徒や遅刻をする生徒、また、登下校の際、道で横に並んで歩くため、自転車に乗っ

ていた一般の方から「危ない思いをした」・・・という連絡が学校に来ました。 

 生活のリズムについてや、登下校の際の注意は、学校でも続けていきますので、ご家庭

でもよろしくお願いいたします。 

〇１０月１８日（金）の児童生徒交流日に向け、新体制になった部活動のチームで、小学

生向けのビデオ撮影やポスター作りを行っています。 

〇さくら祭に向けて各クラス動き始めました。 

○ ９月の行事について 

・ １０日（水）、１１日（木）  PTA 祭食券申込み 

・ １１日（木）        学校保健委員会（１５時より）     

・ １３日（金）         ３年生アルバム写真撮影 

・ １９日（木）         生徒会役員選挙 

・ ２３日（日）～２６日（木） 部活動停止 

・ ２６日（木）、２７日（金）  ２学期中間試験 

 

 



■ ＰＴＡ会長より 

〇 都田地区地域懇談会 

  校長先生、PTA 会長、副会長の３名で参加してきます 

  日 時：令和元年９月７日（土） 午後１時～午後３時 

場 所：東方会館 

 

〇 杉山神社例大祭 

日にち：令和元年９月２３日（祝） 

  都田中３年生が花籠を回したり、お神輿をかついだり参加します 

 

〇 都田小学校運動会 

日 時：令和元年９月２８日（土） 

場 所：都田小学校 

  都田中学校の生徒もボランティアとして参加します 

  

【区Ｐ連関係】 

〇 都筑区中学校 PTA 懇親会 

  PTA 会長、本部２名で参加してきます。   

  日 時：令和元年９月７日（土） 午後６時～午後８時 

 

○ 合同研修会 

講師の方をお招きします。詳細が決まり次第詳しい案内を出しますので、奮ってご参加

ください 

日にち：令和２年１月中旬 

場 所：都筑公会堂 

 

〇 その他 

・ 都田中は正門から裏門へ一般の方も通って良いことになっており、地域の特性もあ 

  りますが、セキュリティがゆるいのが現状です。これからは、セキュリティをもう 

少し厳しくしていくべきではないか…と中学校部会で意見があがっている。 

・ 早渕中学校では高校を２０校ほど招き、ブースを作り回転形式で高校説明会を行 

っている。 

・ 高校見学バスツアーを行う際、高校側に部屋を準備してもらって昼食をとっていた

中学校があったが、高校側の負担も大きいので、午前中いっぱいのツアーに変更。 

・ 多くの部活動で、この夏に３年生が引退しました。新チームでの活動が始まり、 

叱られて強く落ち込む子ども、馴染めない子ども…など、部活動が嫌いになり、学

校が嫌いになり、不登校につながるケースもあります。私たち保護者も、部活動の

様子を気にかけ、子どもたちの心境の変化に気づき、守っていけたらいいなと思い

ます。 
 



■ 各委員会より（活動報告と今後の予定） 

 
１学年委員会 ７月１１日 大掃除 

 ７月１３日 PTA 情報交換会 

 ９月１０日 ＰＴＡ祭集金 

 ９月１１日 ＰＴＡ祭集金、集計、見守り清掃 

２学年委員会 ７月１１日 大掃除 

 ９月 清掃活動 

 ９月１０日 ＰＴＡ祭集金 

 ９月１１日 ＰＴＡ祭集金、集計 

３学年委員会 ７月 卒業式のコサージュ、卒業証書ホルダー 

 ９月３日 定例会 

 ９月１０日 ＰＴＡ祭集金 

 ９月１１日 ＰＴＡ祭集金、集計 

生活委員会 ７月１１日 横浜市学校保健委員会へ参加 

 ９月３日～ 

９月６日 

朝のあいさつ運動 

広報委員会 ７月１３日 PTA 情報交換会 

  １４１号完成 

  PTA 祭準備、定例会、１４２号発行に向けて活動 

推薦委員会 ７月 推薦状の回収、開封 

 １０月中旬 定例会 

地区委員会 ７月 下校パトロール 

 ７月１３日 PTA 情報交換会 

 ９月３日 下校パトロール 
 
 
 

〇 横浜市 PTA 連絡協議会 

  広報委員会(今年度は都田中と中川西中からそれぞれ１名が担当) 

日 時：令和元年９月５日（木） 午前１０時～ 

場 所：関内の技能文化会館 

 

１．２月に発行する PTA ヨコハマの紙面会議を行いました。 

  今年度はメールでのやり取りを中心に進めていき、皆で集まり、写真や絵を切り 

貼りをしてデザインを決めるという作業を減らしていきます。 

 

２．取材先の担当を決めて、都筑区は 12／１４三行詩コンクール表彰式の担当に 

決めました。（三行詩とは、子どもたちとその保護者から、日常のちょっとした 

思いを三行程度で表した文章作品です。多くの方に読んでもらいたい、知って 

もらいたい、参加してもらいたいという思いがあり、取材先に決めました。） 



  ３．次回 横浜市 PTA 連絡協議会 は 

日 時：令和元年９月２４日（火） 

場 所：関内のマツムラホール 

    内 容：三行詩コンクールの一次審査 


