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例会（地区センター） 

� 例会・懇親会（ほぼ毎月） 
 旭が丘・多摩平地域にある地区センター（都度予約）で、概ね月に1回のペ

ースで例会を行っています。イベントの計画・準備、反省などを議題に例会が

終わった後は、1 人千円の会費を出し合って、懇親会（任意参加）を行ってい

ます。おいしいお酒や、時にはオヤジの手作りおつまみも登場します。 
 
� 総会（5月中下旬） 
 年に 1 回、5 月にオヤジの会総会があります。学校長、PTA、育成会等も出席する公式行事です。前年度活動

報告、会計報告、新年度活動予定の他、新年度役員改選を行います。現役オヤジが役員を担うべきとの考えから、

お子さんが四中に在学しているお父さんに主な役職をお願いしています。OB や経験者の手厚いサポートがあり

ますので、心配無用です。特にサマフェスは、総会後の準備期間が短い中、最も準備工数を要し、当日スタッフ

も沢山必要ですので、役職の有無に関わらず、多くの方のご協力・ご助力を必要とします。 
 
※その他、ソフトボール大会、ハイキングなど、随時の企画イベントも可能です。 
 
＜オヤジの会の役職＞                             （敬称略） 
役職 2017.3月現在 内容 
会長 遠藤① ・例会議事進行、関連団体会合出席、渉外 
副会長 大田③、山本② ・会長の補佐等 
事務局長 樫木② ・入退会の処理、行事連絡、出欠確認 
相談役 OBメンバー ・過去の経緯の確認、アドバイス 
会計 矢島① ・本会計の管理、懇親会費の徴収・精算 
監査 塩谷② ・年度会計の締めの確認監査 
広報 鶴田② ・ブログの管理、発信 
※この他、主催行事の担当実行委員長（サマフェス、デイキャンプ、スキー、紙飛行機）があります。 
※丸ヌキ数字は2017.3月時点での子供の学年です。 
 
＜年間スケジュール＞ 

時期 行事 種別 場所 内容 
4月 入学式 ― 四中 勧誘・チラシ配布 
5月下旬 オヤジの会総会 主催 地区センター* 役員決め、決算・予算 
5月末 泰花祭（体育の部） 手伝い 四中 勧誘・パトロール 
6月 育成会ウォークラリー 手伝い 日野市内 誘導 
7月中下旬 サマーフェスティバル 主催 四中 屋台、ステージ 
7月下旬 上の原旭が丘夏祭り 手伝い 旭が丘中央公園 屋台手伝い 
11月下旬 オータムデイキャンプ 主催 高尾ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀ  ー 1日目（四中生参加） 

オヤジ合宿 主催 高尾ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀ  ー ～2日目（オヤジのみ） 
12月上旬 焚き火祭 手伝い 旭が丘中央公園 焼き芋 
1月上旬 ふれあいスキー 主催 富士見高原ｽｷｰ場 1年生初心者指導 
3月上旬 新四中生交流会 手伝い 四中 ｹﾞｰﾑ、紙飛行機（距離） 

紙飛行機記録会（滞空） 主催 四中（体育館） 折り指導、滞空時間競技 
概ね毎月 例会・懇親会 主催 地区センター* 打合せ、懇親会 
＊主に使っているのは、旭が丘地区センター（中央公園内）、旭が丘東地区センター（ビバヒルズ北西）、多摩平一丁目地区センター

（グランループ南）です。 
 
■オヤジの会のメンバー 
� 活動メンバー 
・25 年間で、登録メンバーは累積で 120 名程度になりますが、現役で活動しているメンバーは 30 名程度です。

四中生をお子さんに持つ現役お父さんだけでなく、すでにお子さんが成人していたり、中にはお孫さんが四中

生、というベテランメンバーも残っています。お母さんや、卒業生の参加も歓迎します。 
 
■オヤジの会への入会方法 
� オヤジの会ブログに掲載している入会申込書に必要事項（氏名、お子様のクラス、携帯電話、メール

アドレス）を記入の上、お子様の担任の先生にご提出ください。⇒ http://4chu-oyaji.sblo.jp/ 
（同内容を、オヤジの会のメンバーにメール等でお伝え下さっても入会手続きは可とします）。 


