
令和３年度 スローガン ”抱きしめよう子どもの心　信じよう子どもの力”

会員のみなさま 

令和３年度　第２回実行委員会　議事録 

 

【第一部】 【第二部】

日時・場所 R3/９/27(月)　15:30-16:00 Zoom開催 16:00-16:30 Zoom開催

出席者

校長先生，副校長先生, 
開放イベントサポート委員長, 
バドミントン部代表， 
おやじの会代表， 
クラス実行委員， 
執行部

クラス実行委員, 
執行部

配布資料

• レジュメ • PTA執行部役員　次年度候補者選出の書類 
• 執行部役員選出の流れ 
• 候補者選出における注意事項

議題

• 校長先生挨拶  
• 副校長先生挨拶  
• 活動報告および今後の予定 
• 議事 
①開催行事の反省／ベルマーク集計 
②P連への環境・施設要望の報告 

③次年度執行部役員選出について 
④その他

●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より登録のうえ,ご協力お願いいたします。 
https://www.webbellmark.jp/ 

令和3年１０月吉日 
調布市立 第二小学校 

PTA執行部

●PTA活動へのご意見・ご感想は 
”こうしたらいい”　”こんな事はどうだろう”など,お気づ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いたしますので,ご記名
をお願いいたします。



令和３年度 スローガン ”抱きしめよう子どもの心　信じよう子どもの力”

 
◯校長先生より 
緊急事態宣言延長に伴い(9月末まで)外部講師を頼む
大掛かりなイベントは中止,移動教室が延期だが,運動
会は予定通り開催予定。 
感染症対策のため入れ替わり等,例年にない対応をお願
いするがご協力頂きたい。 
夏休み1週間延長に伴う対応で,5校時から6校時への変
更など,例年通りの学習時間を確保できるよう調整があ
る。 
10月からは通常の学習過程に戻していけるようにして
いきたい。 

◯副校長先生より 
夏休み明けオンライン授業がスタートした。初めての
試みだったが,接続不具合等なく,進められた。今後も
機会があれば,今回のことをオンライン授業の基礎にし
ていきたい。 
パラリンピック馬事公苑の会場に飾られた,児童の育て
たアサガオが正門前に返ってきている。環境委員会の
児童が種を取り来年以降にも花を咲かせるようつなげ
ていきたい。 
夏休み自由作品展が素晴らしい。自分の発想で興味の
あるものを追求して学ぶ機会が増えていくといいと思
う。 
運動会が入れ替え制,プログラム持参でないと入場不可
で不便になるが,ご協力願いたい。 

◯執行部より今後の予定 
・本日(9/27)17時に安全安心メールにて,次年度役員
選出についての案内発信 
・11/9ベルマーク集計 

◯会長より 
運動会開催に進めていただきありがとうございます。
最大限協力させていただきたい。 
環境・施設改善要望について,調布市に提出した。 
次年度役員選出について,会長候補を探しているとこ
ろ。 

◯会長補佐より 
執行部共有のGoogleドライブ内データのバックアップ
をとった。 
対外的なイベントは中止となった。 
コロナ禍ではあるが,子供たちへ向けたイベントを何か
企画したい。

第一部
◯副会長より 
次年度役員選出の案内を安全安心メールにて発信予
定。1~5年生の全児童対象だが,６年生へも発信してい
る。今回は用紙配布をせず,メールから直接アンケート
フォームへ入力する形式とした。結果は,各学年代表の
実行委員へお知らせ,立候補者が１０名いない場合は保
護者会でくじ引きとなる。 
運動会についてのお願いを執行部からもプリント配
布。運動会がスムーズに進むようお願いしたい。当日
は,広報誌作成のため,広報係の撮影が入る。運動会係,
執行部も手伝いに入る。 

◯会計より 
9月末に中間決算の締日があるので次回役員会に向け
て準備中。 

◯開放イベントサポート委員より 
デイキャンプ,地域運動会中止。 
2019年度委員長から引き継ぎ,オンラインにて全体会
議を開催。 
開催予定のドッチビー大会を中心に活動していく予
定。 

◯健全・行政サポートより 
夏祭り中止のため現在活動無し。 
マラソン大会,餅つき大会あれば活動の予定。 

◯広報より 
初回号として,7月号を夏休み前に発行。昨年に続き教
職員紹介号として,先生方や警備員さん,調理の方一人
一人のご紹介と,特別室の紹介を入れて作成。 
今後の号としては12月と3月に予定。撮影などあるが,
ご協力願いたい。 

◯おやじの会より 
来年度へ向けて,会員の増強を図りたい。 

※その他,詳細は別紙「R3_第2・3回活動報告書・予
定」をご確認ください。



令和３年度 スローガン ”抱きしめよう子どもの心　信じよう子どもの力”

◯開催済行事の反省 
・夏祭り,デイキャンプ,あいさつ運動は中止。 
・ベルマーク集計について 
7/6(火)ベルマーク集計を1・6年の担当で実施。 
当日は,３,６年の学校公開と重なったが,その時間帯は
抜けていただき,特に作業に問題は無し。昨年度,集計
回数が減ったため,ベルマークの量が多く仕分けに時間
がかかったが,次回からは通常通り進むかと思う。 
次回集計予定の11/9(火)は２・５年の担当となってい
るが,ベルマークは室内で30人位集まる活動になるの
で,コロナ感染状況によっては実施するか迷うところ。
今後,副校長先生にもご相談しながら検討。
・読み聞かせ,2学期は中止。 
緊急事態宣言中はPTA活動すべて中止とし,蔓延防止な
どにおいては都度,活動の実施について検討していく。
また,学校開放運営委員会,健全育成推進第二地区委員
会主催の行事についてはそちらの指示に従う。また変
更等あれば連絡する。

◯P連への環境・施設要望の報告 
アンケートに沢山回答いただいた結果,３箇所挙げた。 
①正門前の桜の切り株の処理。金属のグレーチング,切
り株が危険,至急改善を。→すぐに工事に入り,改善済
み。 
②山口文具店前,交通量が多くスピードを出す車もある
にもかかわらず,歩道の整備が完全ではない。看板など
出して,危険周知出来ないか。 
③京王線地下化した元線路の空き地部分,子どもたちの
遊び場として開放願い。 
一年間で提出出来るのが,２箇所までであったため①②
を採用,要望提出した。 

◯その他 
・おやじの会より,運動会で手伝うことがあれば手伝い
たい。→学校側で検討,連絡する。 
・①の正門前の桜の切り株の件については,本日から埋
める工事がスタートしている。１週間ほどかかり,運動
会前までには作業終了予定。→既に工事済み(10月時
点)正門前の歩道を平らに埋めていただいた。 

 
◯連絡事項 
・今後の行事等中止の連絡は,安全安心メールを全校向
けに発信。その場合は,実行委員に個別連絡は無し。ま
た,次年度役員選出についてもあえて全校発信するが,
質問があれば６年生は回答しなくて良い旨,お伝えし
た。

第二部

◯次年度執行部役員選出について 
「執行部役員選出の流れ」について 
・本日17時に安全安心メールを全校あてに発信。メー
ル記載のURLよりアンケートフォームにて回答してい
ただく。詳細の,「役員選出の流れ」「辞退届」「PTA
通信No.3」はリンクを貼り,HPにて確認していただ
く。 
10/1締め切り前に回答確認のリマインドメールは,
１～５年生向けに発信。10/5にアンケート締め切
り。 
・立候補者10名いる場合,執行部から本人へ意思確認
を行う。 
・立候補者が10名いなければ,くじ引きを行うか執行
部にて判断。くじ引きを行う場合,くじの準備,保護者
会出欠表,委任状の配布・回収を実行委員で行って頂
く。各学年保護者会にてくじ引きを実施。 
・1月頃に候補者顔合わせ,役職決め。2月頃から引き
継ぎ,4月の総会にて交代。 

「候補者選出における注意事項」について 
・学年に2名候補者がある場合は,くじ引きは無し。全
校で10名候補者があれば,くじ引きは無い可能性あ
り。 
・くじ引きの方法は自由。 
・執行部で承認される辞退理由は児童の転校,出産,怪
我病気等の長期療養のみ認められる。 
・執行部で承認されなかった辞退者がいる場合,学年の
保護者会にて本人(または学年代表者)からの説明の時
間を設け,承認されれば辞退が認められる。 
・立候補者の学年承認は無し。 
・10月下旬ころアンケート結果を学年代表へ配布。必
要に応じて,くじ引きの準備。 
・候補者が決まれば,候補者リストを執行部宛に提出。 

【第３回実行委員会】 
 ２月に予定　　　  

（詳細は決定次第メールにてお知らせします）



活動報告・今後の予定

実施日 内容 場所

執行部　　全体
9月 27日 安全安心にて,次年度役員選出についての案内発信

11月 9日 ベルマーク集計

執行部

会長・会長補佐

資源回収プリント配布

資源回収のトラブルについて自治会長へ訪問

6月 25日 P連第一地区Zoom会議　環境・施設要望の市への提案について

環境・施設要望プリント制作

7月 30日 アンケート結果を持ってP連へ提案→校庭の桜の切り株の処理,山口文具店の
周囲について

Googleドライブのバックアップを作成,都度更新予定

副会長

クラス実行委員からの問い合わせへ対応

副校長先生との打ち合わせ

広報係と広報誌の打ち合わせ

役員会の資料作成,開催準備,司会進行

実行委員会の資料作成,開催準備,役員選出準備と実施

書記

実行委員会　議事録作成

PTA通信No.2 作成,印刷配布

6月 末 あいさつ運動名簿,ドッチビー名簿,ベルマーク名簿作成

環境・施設要望アンケート作成,配布

8月 末 役員選出資料,PTA通信No.3の編集

現在,実行委員会の資料見直し　検討中

会計

7月 1日 PTA会費振込確認　未振込家庭に対し,督促状配布→その後,8月10日までに全
家庭振込完了

市役所に資源回収補助金申請

山口文具店にコピー用紙の発注と支払い

会費をゆうちょから三井住友銀行の口座へ移動

転入生セット二家庭分の用意と副校長先生へのお渡し

卒対さんから卒業記念品の注文について確認あり

→今年度の記念品は執行部ではなく卒対で選定,発注,納品までしてもらうことに
なり,執行部で支払いのみ行うことなった

校外

9月 「こどもの家」登録者宅に,継続のお願いと資料を封筒に入れポスティング中,９
月中に終わる予定

資源回収にて,毎月出ている回収不可ゴミの取り扱いについて検討中

ベルマーク係

5月 15日 実行委員会にてベルマーク係決定 体育館

6月 11日 ベルマーク活動ご協力のお願いHP掲載 安全安心メールで発信

29日 PTAベルマーク集計7/6（１年６年担当）について

ベルマーク週間のお知らせ「ベルマーク集計日について」メールで発信

7月 6日 第１回ベルマーク集計日　１年生６年生担当 家庭科室

集計したベルマークを郵便局より送付

健全・行政サポート係 7月 夏祭り中止により活動なし 校庭

広報委員

初回号発行 昨年に続き教職員紹介の内容

12月号（運動会を中心とした内容を予定）,3月号を発行予定

オンラインで内容等の打ち合わせを予定

開放イベントサポート委員
6月 6日 2019年度委員長引き継ぎ あくろす会議室

7月 4日 第１回全体会議 オンライン

PTAバドミントン部

5月 13日 開放委員会 出席 若竹幼稚園

21日 総会 出席 若竹幼稚園

6月 26日 練習15:00-17:00 体育館

30日 開放委員会 出席 若竹幼稚園

7月 10日 練習15:00-17:00 体育館

17日 練習15:00-17:00 体育館

※7/21〜9月末まで体育館空調工事のため使用不可 活動休止



活動報告・今後の予定

実施日 内容 場所

PTAソフトボール部

5月 22日 ソフトボール親善大会運営校 若葉小学校より

令和３年度のソフトボール親善大会中止の連絡あり

P連ソフトボール親善大会中止に伴い 活動なし

おやじの会

6月 25日 総会 オンライン

1年1組

5月 19日 PTAクラス活動希望調査票の印刷・配布

6月 3日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

23日 読み聞かせ①

7月 6日 ベルマーク集計　５名 家庭科室

7日 読み聞かせ②

1年2組

5月 14日 PTAクラス活動希望調査票の印刷・配布

6月 1日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

23日 読み聞かせ①

7月 6日 ベルマーク集計　５名 家庭科室

7日 読み聞かせ②

1年３組

5月 19日 読み聞かせ①

27日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

6月 23日 読み聞かせ②

7月 6日 ベルマーク集計　５名 家庭科室

7日 読み聞かせ③

2年1組

5月 18日 PTAクラス活動希望調査票の印刷・配布

28日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

6月 30日 読み聞かせ①

8月 18日 二学期あいさつ運動　中止の連絡

30日 二学期 読み聞かせ　中止の連絡

2年2組
6月 4日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

8月 31日 二学期 読み聞かせ 中止の連絡

2年3組

5月 19日 PTAクラス活動希望調査票の印刷・配布

31日 調査票回収、係決めの打ち合わせ ガスト

6月 2日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

30日 読み聞かせ①

3年1組

5月 14日 PTAクラス活動希望調査票の印刷・配布

28日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

7月 7日 読み聞かせ①

3年2組

5月 17日 PTAクラス活動希望調査票の印刷・配布

26日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

7月 7日 読み聞かせ①

8月 17日 二学期あいさつ運動　中止の連絡

30日 二学期 読み聞かせ　中止の連絡

4年1組

5月 18日 PTAクラス活動希望調査票の印刷・配布

30日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

執行部へ送信

4年2組

5月 14日 PTAクラス活動希望調査票の印刷・配布

31日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

6月 16日 読み聞かせ① 緊急事態宣言のため中止

7月 7日 読み聞かせ②

9月 8日 読み聞かせ③ 緊急事態宣言のため中止



活動報告・今後の予定

実施日 内容 場所

5年1組

5月 28日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷依頼

6月 23日 読み聞かせ①

7月 7日 読み聞かせ②

5年2組

5月 28日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷依頼

6月 23日 読み聞かせ①

7月 7日 読み聞かせ②

6年1組

5月 18日 PTAクラス活動 打ち合わせ（１組２組合同） 双葉

20日 PTAクラス活動希望調査票の印刷・配布

29日 PTAクラス活動 打ち合わせ（１組２組合同） 双葉

31日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

7月 6日 ベルマーク集計 家庭科室

12日 7/14読み聞かせ担当者への中止の連絡

8月 31日 二学期 読み聞かせ　中止の連絡

6年2組

6月 2日 PTAクラス活動・読み聞かせ参加表決定版の印刷・配布

2日 「卒業対策担当者へのお願い」卒対宛に個別配布

7月 6日 ベルマーク集計　５名 家庭科室

14日 読み聞かせ① 緊急事態宣言のため中止

8月 27日 〜9/7 あいさつ運動 13名 緊急事態宣言のため中止

9月 15日 読み聞かせ② 緊急事態宣言のため中止

5月～9月までの活動と今後の予定で，報告のあった分を簡潔に掲載しています。

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。


