
令和 2 年度スローガン  “育もう親子の絆、広げよう二小の絆” 

 

令和 3 年 3 月 24 日 

会員のみなさま 

調布市立第二小学校 

PTA 会長 石坂 良司 

 

令和 2 年度 第３回実行委員会 議事録 

 【第 1 部】 【第 2 部】 

日時・場所 2021/3/11（木） 15：30～16：00，体育館 16：00～16：30，体育館 

出席者 校長先生，副校長先生 

クラス実行委員， 

ソフトボール部代表，バドミントン部代表 

執行部，次年度執行部 

1 年～5 年生のクラス実行委員 

執行部，次年度執行部 

配布資料 ・ レジメ 

・ 保護者の皆様へ PTA 執行部からのお願い 

・ 6 年生卒業対策担当について 

・ 4 月 PTA 活動ご協力のお願い 

・ クラス委員のお仕事紹介 

・ クラス係分担 人数分け 

議題 ○学校より（校長先生・副校長先生） 

○活動報告および今後の予定 

〇議事 

1． 開催済行事の報告・反省（3/10 バルーンリリース） 

2． 執行部新役員候補顔合わせおよび役職決めの報告 

3． 令和 2 年度の活動について 

4． 1～5 年生 3 月保護者会でのお願い 

5． 6 年生卒対担当について （案）クラス係 

6． PTA 個人情報届について URL アンケート活用 

7． 令和 2 年度総会について 書面総会 

8． 3 月配布の 4 月 PTA 活動ご協力のお願いについて 

9． 活動費確認、クラスファイル・読み聞かせノート回

収 

○議事 

1. 各クラスの係分担人数について 

2. 子供便クラスごと配布方法につい

て 

3. PTA 会費振込について 

4. パトロールパネルについて 

5. その他 

決定事項 

議事詳細内

★★部分 

・卒対については 6 年生のクラス活動の一つとして「卒

対担当」とし、ほかのクラス活動と共に希望調査にて決

定する 

・各クラスの係分担人数に執行部役員・

クラス委員は含まない 

・PTA 発行配布文書の右上に 

PTA 家庭数配布  PTA 児童数配布 

と明記する 

・パトロールパネルを廃止し、調布市の

防犯ステッカーに変更する 

 

●PTA 活動へのご意見・ご感想は… 

‘こうしたら良い’‘こんな事はどうだろう’など，お気付きの点がありましたら， 

chofu.dainisho.pta@gmail.com までお寄せください。なおこれまでの PTA 室内（1 年生教室前）のご

意見箱も利用できます。投稿内容を確認しきちんと対応しますので，ご記名をお願いいたします。 
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●学校安全・安心メールのご登録はお済みですか？ 

様々な場面で利用されている学校安全・安心メールは，PTA 活動においても活用しています。 

未登録の方はご登録をお願いいたします。登録手順のお問合せは学校まで。 

 

●令和 2 年度 PTA 総会 

書面総会にて開催いたします（URL 入力または届提出） 

2021/4/8（木）書面家庭数配布→4/15（木）入力または提出締め切り 

4/16（金）集計 

 

 
●Web ベルマーク登録のお願い 

Web ベルマークサイトからの買い物でベルマーク点数がたまります。 

ショップカテゴリーもふるさと納税から Rakuten，イトーヨーカドーなど豊富です。 

ぜひ下記 URL（もしくは左の二次元バーコード読み取り）より登録のうえ，ご協力お願いいたします。 

https://www.webbellmark.jp/ 

 

●ご参考までに 

  次年度も PTA 会費が振込みになりますが、ゆうちょダイレクトに登録すると手数料がかかりません 

  （月５回まで） 

 

 

≪お願い≫ 

学校より配布いたしました「令和２年度入校証」は，年度が終了しましたら，各自で適切に処分をしてくだ

さい。いたずら防止のためにも，処分には十分にご配慮をお願いいたします。 

なお，卒業生の皆様は，PTA より配布いたしましたホルダーの返却は不要です。 

 

 

 

○学校より 

【校長先生】 

 本年度はコロナの為活動が充分に自由に出来なかったがご協

力ありがとうございました。 

先日のバルーンリリースも風が強い中ではあったが子供たちも

自分たちの気持ちをしっかり発表し楽しんでいた。 

今年度の反省点もたくさんあり先日の学校評価を分析した上

で、来年度は保護者会や学校公開、行事などを充実させて感染症

に気を付けながらもやれる範囲で最大限やっていければと思う。 

安心で安全な学校を目指すため組織などの改善もしていきた

い。 

【副校長先生】 

 コロナの為いつもと違う活動となった。学校に来ていただく機

会も例年に比べてとても少なくなってしまったが、その分どのよ

うに PTA 活動を行っていったらいいかたくさん悩んで頂いた。

本当にありがとうございます。PTA 役員は一年ごとに代わるの

でなかなか前年から引き継いだ事を変えるのは難しい面も多い

が、これから変えていった方がいい事・変えない方がいい事が見

えてきたので、ご意見を頂きよりよい PTA 活動ができるように

なっていったらいいと思う。 

お便り等は二小 HP にも載せるようにしたのでそちらもご覧

ください。一年間お疲れ様でした、ありがとうございました。 

https://www.webbellmark.jp/


令和 2 年度スローガン  “育もう親子の絆、広げよう二小の絆” 

 

 

 

 

第１部 

１． 開催済行事の報告・反省（3/10 バルーン

リリース） 

 初めてのイベントで準備等も手探りだったが、バルーンリリー

スを行った他の小学校を参考にして進めていった 

当日の天気は良かったが風がとても強く、事前にバルーンが飛

んでしまうなどのアクシデントはあったが、先生方の機転もあり

最後は気持ちよく終わり、子供たちも喜んでくれていた 

 

２．執行部新役員候補顔合わせおよび役職決め

の報告 

1/16（土）に顔合わせを行い、役職決めも無事終了した 

現在は各役職ごとに引継ぎ中 

 

３．令和 2 年度の活動について 

次年度の変更点は特になし 

R2 年度の活動をそのまま R3 年度へと引継ぎ 

 

４．1～5 年生 3 月保護者会でのお願い 

例年であれば、３月の保護者会の時に「PTA 執行部からのお

願い」として４月に決めるクラス委員の説明を現クラス委員から

保護者の皆様にお話し頂くのだが、今年度は保護者会がリモート

開催となった為、学校からお話してもらった 

 

５．6 年生卒対担当について ★★  

 R２年度までは PTA 活動とは別で年度初めに各クラスから数

名、有志を募っていた。だが有志のほか、今までに執行部役員・

クラス委員の引き受けが無かった方にやって頂くという現状も

あり、改めて PTA との関わりを見直した 

 第２回実行委員会にて、あくまでも卒業を祝う子供たちのため

の活動から「有志」という募集は外さず、また PTA との関係を

明確にしておく、ということから「わたしたちの PTA」に卒対

についての位置づけを記載する、となった 

 その後、執行部でどのように記載するか話をし、役員・委員と

の経験の関わりは無い、また有志の募集の観点もあり、PTA 執

行部との関わりも明確にするということから「6 年生のクラス活

動」の一つとして「卒対担当」としほかのクラス活動（ベルマー

ク係やあいさつ運動係等）と共に希望調査にて決定することとな

った 

【担当決めについて】 

卒業する子供たちのために、思い出となるお手伝いをぜひ行いた

いという、有志によるお引き受けをお願いしたい 

※6 年生クラス活動担当希望調査の際「卒対担当について」（例）

などを配布し理解を得る 

【PTA との関わり】 

①6 年生の PTA クラス活動の一つとして、各クラスより数名担

当を決める（執行部役員・クラス委員の経験との関係はない） 

②卒業記念品を贈る 

③過去資料を PTA 室内に保管する 

【決定時期】 

第 1 回実行委員会後の PTAクラス活動希望調査のとき 

（今までは 5 年生 3 月の保護者会または 4 月のクラス委員選出

のときであった） 

【人数】 

数名（3～5 名程度） 

各クラスの代表 1 名を選出し、ご連絡先を執行部へ報告。執行部

会計との/窓口になっていただく 

【活動内容】 

6 年生の卒業に向けての活動の企画・準備・クラスおよび学年の

とりまとめ 

【引継ぎ】 

前年度担当とは直接の引継ぎはなく、過去の資料を参考とする 

PTA 室内に過去資料を保管するスペースがあるので、活動終了

後年度末までに活動資料を収納 

 

 

 

６．PTA 個人情報届について URL アンケート活用 

 ４月に保護者宛に個人情報届の文書配布（URL 入力または届

提出） 

4/8（木）家庭数配布→4/15（木）締め切り 

4/16（金）集計 

アンケート入力・届提出共に項目は今まで通りとする。 

 頂いた情報については、学校安全・安心メールが機能しなくな

った際に PTA 執行部より緊急連絡をメール送信する場合がある 

 

７．令和 2 年度総会について 
 R2 年度も書面総会にて開催 

 4/8（木）家庭数配布→4/15（木）締め切り 

 4/16（金）集計 
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（※個人情報届と同じ日程・方法にて進行） 

 後日 PTA 通信にて結果報告とする 

８．3 月配布の 4 月 PTA 活動ご協力のお願い

について 
 ３月中に「４月 PTA 活動ご協力のお願い」のお便りを家庭数

にて配布 

 個人情報届提出のお願い、書面総会のお知らせ、新クラス委

員選出のお願いに併せ、６年生卒対担当についてもこちらに記

載あり 

 また、次年度は例年通り全て準備しておくために開放イベン

トサポート委員も選出する 

 運動会開催が秋になった為、運動会係は他の係と同様、第１

回実行委員会（5/13 予定）の後のクラス担当決めの際に選出す

る 

 

９．活動費確認、クラスファイル・読み聞かせ

ノート回収 
【会計より】 

今年度の活動費の運用ありがとうございました。次年度に向けて

備品や消耗品の購入が必要であったり、活動費についてのご意見

があれば会計までお願いします 

【書記より】 

クラスファイルと読み聞かせノートを回収 

各委員長のノートは次年度の第１回実行委員会の際に引き継ぐ 

６年生の読み聞かせノートについては回収しないので、各クラス

でどのようにするか話し合いをお願いします 

 

 

第２部 

１．各クラスの係分担人数について ★★ 

 来年度も執行部役員・クラス委員はクラス係に含まない 

 あいさつ運動・ベルマーク係で人数の調整をする 

 

２．子供便クラスごとの配布方法について★★  

これまではラベルに枚数・家庭数配布か児童数配布かなどを書

いて添えていたが、そのラベルを廃止とし、これからは配布物の

右上に PTA 家庭数配布または PTA 児童数配布を必ず記載した

上でクラスポストに間違えずに入れることを徹底する 

 

 

３．PTA 会費振込について  

来年度も振込みにて行う 

 

４．パトロールパネルについて ★★ 

 現在、従来のパトロールパネルの使用率がとても低い 

 大きくて自転車に装着するのが恥ずかしい等の理由が主にあ

ると思われるので、代わりになるものを探してみたところ調布市

が作成しているステッカー（鬼太郎デザイン）が手ごろな大きさ

で自転車にもなじむデザインであった 

 使用目的も従来のパネルと同じであるため、今後は新入生に配

布し、代替品として切り替えていきたい 

 

5．その他 
 転出・転入については分かり次第 PTA 執行部までご連絡くだ

さい 

 chofu.dainisho.pta@gmail.com 

 

mailto:Chofu.dainisho.pta@gmail.com


内容 場所

11月 1日~ 校内消毒ボランティア

14日 PTAイベント開催

28日 第5回役員会

1月 16日 新執行部役員顔合わせ・役職決め

23日 第6回役員会 zoom

2月 25日 第7回役員会

３月 10日 PTAイベント（バルーンリリース）

11日 第３回実行委員会

19日 第8回役員会

４月 ６日～ あいさつ運動

８日～ 個人情報アンケート・PTA総会（書面総会）

16日 総会集計

～11月 PTA広報紙10月号作成・配布

11/14　PTAイベント準備・開催

P連教育懇談会準備、P連ブロック長会議

P連役員会

二役会

校内消毒ボランティア取りまとめ

12月 2日 P連第二回理事会 たづくり映像シアター

3日 PTA通信No.4印刷

8日 イベント協賛者にお礼状印刷

10日 　　　　〃　　　　　　配布　 地域回り

P連役員会 zoom

消毒ボランティア準備

1月 26日 PTA通信No.5印刷

P連ブロック長会議 zoom

二役会（緊急事態宣言を受けて） zoom

googleフォルダ整理

zoom会議準備

２月 ５日 PTA通信No.6印刷・配布

3/10　PTAイベント打合せ 校長室

二役会

P連役員会 zoom

P連推薦委員会 〃

P連第３回理事会 〃

学校評議員会

３月 P連だより印刷・配布

卒業式・入学式他について打合せ 校長室

10月 8日 役員選出アンケート配布

15日 　　　　〃　　　　回収・集計　

役員候補者の確認と決定・顔合わせの連絡

11月 二役会

12月 広報紙12月号確認

役員の手引きメンテナンス

1月 二役会（緊急事態宣言を受けて）

29日 新役員引継ぎ 第二ふれあいの家

2月 広報紙3月号確認

二役会

役員会準備

実行委員会準備

PTA総会準備

中間決済報告書作成

金銭の出納

卒対委員と予算の受け渡し方法の確認・支払い

広報係に印刷代支払い

転入生セット手配

新1年生ネームホルダー手配

資源回収申請手続き

活動報告・今後の予定

実施日

執行部　　全体

執行部

会長・会長補佐

副会長

会計



活動報告・今後の予定

卒業記念品・新入生お祝い品の発注

決算報告書・予算案作成

広報係と広報紙についての打合せ

3学期あいさつ運動名簿作成（あいさつ運動は中止）

PTA通信作成・配布

新一年生の向けたPTA案内資料作成

PTA総会資料作成

各実行委員会・役員会の議事録作成

資源回収

こどもの家プレート作り対応

こどもの家登録解除、新規登録の対応

新入生情報を校外班長に連携

パトロールパネル代替品について市に問い合わせ

10月 8日 「ベルマーク収集のお知らせ」印刷・配布

28日 「ベルマーク収集のお願い」印刷・配布

11月 10日 第1回ベルマーク集計（1年・4‐1・5年）

3月 16日 未集計分の集計・発送

活動費残金を清算

（第2回集計は緊急事態宣言により中止）

10月 10日 健全行政サポート委員会 多目的室

11月 14日 PTAイベント

10月 27日 2学期発行広報紙打合せ 多目的室

11月 14日 PTAイベント写真撮影

18日 打合せ 多目的室

26日 打合せ 〃

12月 12日 3学期発行広報紙の取材・撮影 6年生教室

14日 〃 校舎・校庭

22日 広報紙12月号発行

緊急事態宣言により各自自宅で作成

委員同士LINE・メールでやりとり

3月 10日 広報紙3月号発行

10月 3日 通常練習 二小体育館

1月 6日 〃 〃

（上記以外の期間はコロナ禍のため活動休止）

コロナ禍のため活動休止

次年度のために掲示板のカーテンを縫製

今月中に取り付け予定

10月 14日 読み聞かせ①

11月 10日 ベルマーク集計

25日 読み聞かせ②

12月 16日 読み聞かせ③

10月 14日 読み聞かせ②

11月 10日 ベルマーク集計6名

14日 PTAイベント

25日 読み聞かせ③

12月 16日 読み聞かせ④

10月 8日 「ベルマーク集計について」配布準備

14日 読み聞かせ②

30日 「ベルマーク集計について」配布

11月 10日 ベルマーク集計5名

25日 読み聞かせ③

26日 あいさつ運動の担当者に4月の日程をメールにて連絡

12月 16日 読み聞かせ④

4月 6～15日 あいさつ運動

健全・行政サポート係

ベルマーク係

執行部

おやじの会

PTAバドミントン部

PTAソフトボール部

書記

校外

会計

広報委員

1年1組

1年2組

1年3組



活動報告・今後の予定

10月 14日 読み聞かせ④

11月 18日 読み聞かせ⑤

25日 読み聞かせ⑥

12月 23日 読み聞かせ⑦

3月 15日 「あいさつ運動について」配布

10月 7日 読み聞かせ①

14日 読み聞かせ②

11月 14日 PTAイベント　

18日 読み聞かせ③

25日 読み聞かせ④

12月 23日 読み聞かせ⑤

10月 14日 読み聞かせ④

11月 18日 読み聞かせ⑤

25日 読み聞かせ⑥

12月 16日 読み聞かせ⑦

23日 読み聞かせ⑧

4月 12日 あいさつ運動1名

13日 あいさつ運動1名

10月 21日 読み聞かせ②

28日 読み聞かせ③

11月 18日 読み聞かせ④

12月 23日 読み聞かせ⑤

10月 21日 読み聞かせ⑤

28日 読み聞かせ⑥

11月 14日 PTAイベント6名

18日 読み聞かせ⑦

12月 16日 読み聞かせ⑧

23日 読み聞かせ⑨

10月 21日 読み聞かせ③

28日 読み聞かせ④

11月 18日 読み聞かせ⑤

25日 読み聞かせ⑥

12月 16日 読み聞かせ⑦

2年2組

3年3組

3年1組

2年3組

2年1組

3年2組



活動報告・今後の予定

10月 21日 読み聞かせ④

11月 10日 ベルマーク集計4名

14日 PTAイベント4名

　 18日 読み聞かせ⑤

25日 読み聞かせ⑥（ミニコンサート/1組2組合同）

12月 16日 読み聞かせ⑦

10月 21日 読み聞かせ④

11月 14日 PTAイベント3名

18日 読み聞かせ⑤

25日 読み聞かせ⑥（ミニコンサート/1組2組合同）

12月 16日 読み聞かせ⑦

3月 10日 PTAイベント1名

10月 21日 読み聞かせ②

11月 10日 ベルマーク集計5名

25日 読み聞かせ③

12月 16日 読み聞かせ④

3月 5日 メッセージカード依頼

10日 メッセージカード回収

10月 10日 PTAイベント健全行政サポート委員準備・打合せ 多目的室

21日 読み聞かせ②

11月 10日 ベルマーク集計

14日 PTAイベント

25日 読み聞かせ③

12月 16日 読み聞かせ④

3月 5日 メッセージカード依頼

10日 メッセージカード回収

〃 PTAイベント

10月 21日 読み聞かせ②

11月 14日 PTAイベント7名

25日 読み聞かせ③

12月 23日 読み聞かせ④

10月 21日 読み聞かせ②

11月 14日 PTAイベント

12月 23日 読み聞かせ③

1月 7日 あいさつ運動中止の連絡

各役員・委員・サークルの皆さま，PTA活動にご協力ありがとうございます。

4月～3月までの活動で，報告のあった分を簡潔に掲載しています。

5年2組

6年1組

5年1組

6年2組

4年2組

4年1組



 

※例年は第 3 回実行委員会にて各クラス委員・サークル代表の皆様に一言頂いておりますが、 

本年度はコロナ禍において実行委員会時間短縮のため書面にて頂戴致しました。 

匿名にてこちらでご紹介させて頂きます。 

 

 イベントがほとんど中止で、クラス内でも顔を合わせる機会がほとんどありませんでしたが、クラス

LINE（掲示板）を期初に作り、LINE 上で交流が盛んにされたのは非常によかったと思っています。

学校生活に不慣れだったのは子供だけでなく親もでしたので、お互い助け合えたなと。また PTA 全

体でいうと、執行部の皆さんのおかげですが、ぜひこれを機に来年以降ももっと DXを進めてほしい

です。そうすれば PTA 活動がもっとスマートに、盛んになると思います。 

（※DX……デジタルトランスフォーメーション／IT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方

向に変化させるという概念のこと Wikipediaより） 

 コロナ禍でイベントがほとんど中止となりましたが、その中でも子供たちのために何ができるかを執

行部の皆さまを中心に考え、活動することができ、貴重な体験になりました。ありがとうございまし

た。二小がこれからも楽しくなりますように 

 PTA役員は初めてなので分からないことばかりでしたが、学校のこと PTAのことを知ることができ

た一年間でした。今年度はコロナ禍で様々な行事が中止になり、執行部の皆さまは本当に大変だった

と思いますが、何か思い出をと考えてくださった「あつまれ！二小っ子の森」や「バルーンリリース」

では子供たちの楽しそうな笑顔を見ることができ、活動に携われたことをうれしく思います。一年間

ありがとうございました。 

 この度クラス実行委員を通して、二小の PTA 活動の内容をよく知ることができました。今年度はコ

ロナ禍で中止になるイベントが多く、子供たちにとって大変残念でしたが、代替案として 6 年生への

イベントを PTA 側が企画するなど素晴らしかったです！今後も可能な限り PTA に参加でき子供た

ちの成長をサポートできればと思っています。 

 コロナの影響であまり活動の機会はありませんでしたが、校内に顔見知りも増え、学校の方針等を知

る良い機会になりました。 

 コロナ禍で学校行事もほとんどなくなる中、PTA 活動を通して少しでも子供たちに関わることが出

来て良かったです。ありがとうございました。 

 コロナ禍を機会と捉え、本当に子供のためになる活動を取捨選択できればと思いました。 

 何もお役に立てない一年でしたが楽しく一年間を終えられました。ありがとうございました。 

 コロナ禍で思うように PTA 活動ができませんでしたが、一年を終えることができました。クラス活

動のメールアドレス登録、学校安全・安心メールを利用しての連絡はとても助かりました。今後もク

ラス活動のメールアドレス登録は続くと良いと思います。執行部のみなさまには様々な工夫をしてい

ただきありがとうございました。 

 

一年間を振り返って  



 コロナ禍でクラスの交流を図れなかったことがとても残念でした。来年度は PTA 活動が少しずつで

も再開されることを願っています。 

 

 コロナ禍で前年度のような委員の仕事内容ができませんでしたが、通常の学校生活の有難さを感じた

一年間でした。 

 執行部の皆さまにおかれましてはコロナ禍で大変な中、色々とご対応いただき本当にありがとうござ

いました！ 

 コロナ禍により、例年のような活動はできず残念でしたが、PTA の皆様の創意工夫がなされたイベ

ントなどが実施できたことは良かったと思います。また、デジタル化が進んだ点もよかったです。一

年間ありがとうございました。 

 イレギュラーな一年で大変だったと思いますが、諸々尽力頂きありがとうございました。対応が早く、

やりやすかったです。 

 コロナ禍で例年とは違う活動になってしまいましたが、個人的には健全・行政サポート係になり、11

月の 6 年生のイベントに参加させていただき、とてもうれしく思いました。一年間ありがとうござい

ました。 

 皆で集まる機会もなく、例年にない活動内容となりましたが、貴重な経験になりました。 

 コロナ禍で制限が多い中でしたが、クラスの保護者の皆さんにご協力頂き、子供達の為に活動する事

が出来て有意義な一年でした。 

 今年はイベント中止が相次ぎ残念でしたが、執行部の方のリードや、実行委員の皆様のご協力のもと、

円滑に楽しく作業できました。6 年生向けのイベントにも携われて良かったです。どうもありがとう

ございました。 

 今年度はコロナの影響で、クラスの係のお仕事も減り学校行事も中止となり、クラス内の交流もまま

ならず残念でした。そんな中、執行部の方々も初めての事態に対応すべく大変だったと思います。来

年度は明るい一年となりますように。一年間ありがとうございました。 

 学校行事の中止がとても残念でした。早くコロナが終息し、子供達の笑顔をサポートしたいと思った

一年となりました。ありがとうございました。 

 一年間ありがとうございました。デジタル化が進み、効率良く連絡頂けました。拘束時間が短く活動

がスムーズに進みました。 

 コロナで行事が少ない状況でクラス委員としては活動が少なかったですが、広報委員として少ない行

事の中でも予定通り発行できて良かったです。 

 初めても広報紙をいうことで、至らない点がたくさんあり申し訳ありませんでした。執行部の方々の

配慮や心遣いに感謝申し上げます。広報誌でなくなり、委員の負担はかなり軽減されたかと思います。 

 コロナ禍で集まっての作業が中々出来ず変更等も多い中、係の方々の協力もあり 3/16に残った作業

を行い今年度は終了ということになりました。作業やお便り作成等、経験者の方がいてくださったお

かげでスムーズに進めることが出来ました。 

 



 今年度は大会も中止になり、全く活動する機会がなくてとても残念でした。来年度はいい結果が残せ

るように頑張ってもらいたいです。一年間ありがとうございました。 

 今年度はほぼ活動ができず残念でしたが、感染症対策や消毒備品もきちんと揃えることができたので、

次年度へしっかり引き継いでいきたいと思います。 

 

 

●執行部より● 

【会長】 

  今年度はイベントがほぼ無くなってしまったので無理矢理にでも PTA でイベントをやると決め、

11/14 と 3/10 の２回無事に終えることができました。子供たちには、普段できない事をやっても

らい思い出になったのではないかと思います。今年度は PTA でも例年とかなり違う動きとなり通常

の引継ぎマニュアルにはない活動を行い、会長を３年間務めた中で最も充実した年となりました。 

 

【会長補佐】 

  一年間主にデジタル化を進めていき、Gメールでの連絡やアンケートフォームも活用してきましたが、

改善点などご意見があれば頂きたいです。 

HP へのお便りの掲載や、執行部の資料など共有フォルダを使ってのやりとりもしています。また初

めての試みとして第３回実行委員会の zoom 配信をしました。どんどんこの流れを次年度以降もより

良くしていって頂けたらと思います。 

 

【副会長】 

 例年の活動を行うことで精一杯となってしまいがちな PTA 役員、今年度はコロナ禍の中で改めて

PTA のあり方を考える機会となりました。またデジタル化、以前からできると便利だろうなぁと近

年の歴代役員が思ってきたことが、時期とメンバーがタイミングよく実現へとつながりました。例年

にとらわれず、子供たちをとりまくいろいろなことをその時々で感じ行動し、みんなが笑顔になる

PTA活動となるよう、次の役員へつなぎたいと思います。一年間本当にありがとうございました。 

 副会長らしいことはほとんどできませんでしたが、例年にないやり方の執行部を経験できた一年でし

た。係やお手伝いに少しでも生かすことができればと思います。一年間ありがとうございました。 

 

【会計】 

 コロナ禍での PTA 活動で制限も多かったですが、その分、デジタル化や会費のキャッシュレス対応

が進んだりと、いい方向に変化できた年でもあったと思います。一年間ありがとうございました。 

 執行部として活動することで、自分自身が今まで以上に子供たちのためにという思いで PTA 活動に

参加することが出来たし、子供たちの笑顔に触れ合えた一年間でした。ありがとうございました。 

 



【校外班】 

 初めての役員で至らない点もあったかと思いますが、皆様のご協力のおかげで無事務めることができ

ました。一年間ありがとうございました。 

 不安でいっぱいの役員でしたが、わかりやすく、効率よく、をモットーに活動しました。皆様にご協

力頂きとても充実の一年となりました。ありがとうございました。 

 

【書記】 

 自分から立候補したものの、全く活動がわかっておらず、指示待ちでこなしてきた感が強いですが、

みなさんのパワーに助けられ、進むことができました。楽しかったです！ありがとうございました。 

 学校の事すら右も左も分からないまま執行部に就いてしまいましたが、たくさんのご協力を頂き、素

敵なメンバーと共に一年間過ごすことができました。自分の作成したお便りが全校に配布されるプレ

ッシャーもありましたが、滅多にない貴重な体験ができたと思います。本当にありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年間 PTA活動にご理解ご協力頂きまして誠にありがとうございました 


