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三日野・おやじの会
○設 立 平成18年12月16日
○ 会員数 約60名（平成22年3月末現在）（設立当初は17名）
○ 会 長 初 代 加藤 輝之（設立～平成19年度末）

２代目 山田 晃（平成20年度～現在）
３代目 坂東 聡（平成24年度～）３代目 坂東 聡（平成24年度～）

○ ホームページ
http://www.geocities.jp/sanhino_oyaji/index.html
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○ 定例会
・不定期（土曜日の夕刻）に、学校の会議室で開催
・会の体制、会則、学校側との調整
・活動スケジュール、開催行事詳細、その他必要と認める議題を協議

おやじの会の運営

○各種活動
・自主開催、学校支援、PTA活動支援、地域活動参加等
・プロジェクト・マネージャー（PM）を選定
・PM主体で企画・立案・実施
・連絡担当から会員宛にメールにて情報配信
・必要に応じて、事前打ち合わせ、リハーサル等を実施

○ 広報活動○ 広報活動
・おやじ通信を発行して活動内容を報告
・ホームページにも掲載
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○ 平成18年度の活動
・12月16日 発足式
・ 1月20日 テニスボールはめ込み作業

三日野緑化隊活動支援

過去の活動概況(1/7)

三日野緑化隊活動支援
・ 3月 3日 PTA主催お餅つき大会支援
・ 3月10日 六年生学校お泊まり会支援
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○ 平成19年度の活動（前半）
・ 4月14日 テニスボールはめ込み作業
・ 5月12日 校舎屋上への芝貼り作業
・ 6月 2日 三日野緑化隊活動支援

過去の活動概況(2/7)

・ 6月 2日 三日野緑化隊活動支援
・ 6月23日 親子うどん作り体験会
・ 7月21日 防災用品移設作業、手作り水鉄砲大会
・ 8月4～5日 夏祭り支援、焼きそば調理・販売
・ 8月25日 テニスボールはめ込み作業

バーベキュー大会
・ 9月 9日 目黒のさんま祭り（品川区）参加

5/12



○ 平成19年度の活動（後半）
・10月 3日 三日野運動会正門警備
・11月17日 肝試し大会
・11月23日 三日野開校85周年同窓会支援

過去の活動概況(3/7)

・11月23日 三日野開校85周年同窓会支援
・12月 1日 PTA主催お餅つき大会支援
・12月開始 エコキャップ運動
・ 2月23日 三日野緑化隊活動支援
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○ 平成20年度の活動
・ 4月 5日 テニスボールメンテナンス作業

三日野校舎写真撮影（保存用）
・ 5月31日 エコキャップデリバリー

過去の活動概況(4/7)

・ 5月31日 エコキャップデリバリー
・ 6月21日 親子うどん作り体験会
・ 7月12日 五反田駅前花壇整備
・ 7月26日 夏祭り支援、焼きそば等調理・販売
・ 8月23日 ハゼ釣り大会／八潮合同BBQ
・ 9月 7日 目黒のさんま祭り参加（焼き手）
・11月29日 肝試し大会
・12月 6日 PTA餅つき大会支援
・11月29日 肝試し大会
・12月 6日 PTA餅つき大会支援
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○ 平成21年度の活動
・ 7月 4日 親子うどん作り体験会
・ 8月30日 区民祭り支援
・ 9月 6日 目黒のさんま祭り参加（焼き手）

過去の活動概況(5/7)

・ 9月 6日 目黒のさんま祭り参加（焼き手）

○ 平成21年度に中止になった活動○ 平成21年度に中止になった活動
・ 7月15日 親子プロ野球観戦ツアー（神宮球場）
・11月14日 肝試し大会
・12月 5日 PTA餅つき大会支援
（新型インフルエンザによる）

8/12



○ 平成22年度の活動
・ 6月26日 親子うどん作り体験会
・ 8月28日 品川区民祭り支援
・ 9月 5日 目黒のさんま祭り参加

過去の活動概況(6/7)

・ 9月 5日 目黒のさんま祭り参加
・ 9月14日 親子プロ野球ナイトゲーム観戦ツアー
・10月23日 運動会支援（日野学園）
・11月18日 地域貢献団体感謝状受領
・11月27日 三日野肝試し
・12月 4日 PTAお餅つき大会支援
・12月18日 おやじ忘年会
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○ 平成23年度の活動
・ 5月28日 自転車安全教室支援（PTA行事）
・ 6月25日 親子うどん作り体験会
・ 7月30日 品川区民祭り支援
・ 9月 4日 目黒のさんま祭り参加

過去の活動概況(7/7)

・ 7月30日 品川区民祭り支援
・ 9月 4日 目黒のさんま祭り参加
・ 9月17日 新校舎落成式・祝賀会パフォーマンス、

後片付け
・10月 8日 運動会支援（撤収作業）

ボトルキャップ移送
・11月12日 三日野お化け屋敷
・12月 3日 PTAお餅つき大会支援・12月 3日 PTAお餅つき大会支援
・12月17日 おやじ忘年会
・ 2月 4日 親子シャボン玉大会
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○ 継続する活動
・エコキャップ運動
・親子うどん作り体験会（毎回約60名が参加）
・夏祭り支援（新校庭で初）

平成24年(度)の活動予定

・親子うどん作り体験会（毎回約60名が参加）
・夏祭り支援（新校庭で初）
・目黒のさんま祭り参加（防災訓練と同日）
・お化け屋敷（肝試し）（約200名が参加）
○ 新規で行う活動
・街（通学路）清掃・街（通学路）清掃
・同窓会の支援（新校舎の写真撮影）
・旧校舎のDVD製作・販売（同窓会）
・その他、更に楽しいイベントの企画・実施
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○ コンセプト
・みんなが我が子

三日野おやじの会

・みんなが我が子
・子供達のため
・学校のため
そして、
・おやじ達が楽しむ・おやじ達が楽しむ

宜しくお願い致します。
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