
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３回実行委員会　議事録 
【第一部】 【第二部】

日時・場所 R4/2/21(月)　15:30- Zoom開催 16:20-16:35 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,クラス実行委員, 
ソフトボール部代表,おやじの会代表, 
執行部,次年度執行部

クラス実行委員, 
執行部, 
次年度執行部,

配布資料

• レジュメ 
• 次年度変更案・PTA規約・わたしたちのPTA
変更案 

• ６年生卒対担当について 
• 保護者の皆様へ PTA執行部からのお願い 
• 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 
• 議事 
1, 開催行事の反省 
2, 執行部新役員顔合わせ,役職決め報告 
3, 令和3年度の活動について 
4, 次年度PTA活動の変更点 
　（規約・わたしたちのPTAの改定等） 
5, PTA個人情報届について 
6, 令和3年度総会について 
7, 次年度第1回実行委員会,顔合わせについて 
8, 活動費確認･クラスファイル･読み聞かせ ノ
ート回収

　9, 6年生卒対担当について 
　10, 1~5年生　3月保護者会でのお願い 
　11, 3月配布の4月PTA活動ご協力のお願い 
　12, 各クラスの係分担人数について 
　13, その他

●令和3年度PTA総会 
書面総会にて開催致します。(URLより入力または書類提出） 
2022/4/6(水)書面,配布→4/14(木)締切, 15(金)集計

令和4年3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。

●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。登録手順のお問い合わせは学校まで。 
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◯校長先生より 
卒業式,入学式の準備を進めている。６年生の移動教室
も可能であれば実施したい。授業も予定通り進んでい
る。 
４年生に１クラス学級閉鎖があったが(2/21時点),家庭
の協力により大幅な学校閉鎖などにはならずに済ん
だ。各家庭の協力に感謝したい。 

◯副校長先生より 
コロナ禍の一年となって,子供たちは大人しく過ごした
一年であった。新年度までの１ヶ月子供たちを引き続
き見守りたい。 

1. 開催済行事の反省 
• コロナ感染者の急拡大のため,3学期,あいさつ運動,交
通安全指導,読み聞かせ,ベルマーク集計,全て中止。 
• ドッヂビー大会について,イベサポ委員長・スポーツ
推進委員・執行部で打ち合わせ,募集から参加者の決
定,練習や大会実施に向けて安全に楽しく参加できる
よう進めていたが,練習がまん延防止措置で中止。 
2/23大会も,安全の確保ができないため,大会「不参
加」決定。2/3大会中止の連絡。 
• コロナ禍の中,予定していた活動の多くが中止になり
ましたが,校長先生副校長先生にはPTA活動へのご理
解・ご相談をいただきありがとうございました。 
また,各委員,サークル代表の皆様,主体となって動い
ていただきありがとうございました。様々なご意見
ご協力を頂き,感謝いたします。 
• 4/6~15日あいさつ運動,4/6~12日交通安全指導は
実施予定。 

●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/ 

2. 執行部新役員顔合わせおよび役職ぎめの報告 
• 1/17新旧執行部役員の顔合わせをZoomにて開催。 
現役員より役職の内容説明があり,新役員で役職ぎめの
話し合いを行った。 

3. 令和3年度の活動について 
• P連新旧理事会オンライン会議参加 
• P連代表委員会,書面参加 
• P連理事会,2回オンライン参加 
• P連役員会,役員ではないので不参加 
• P連教育懇談会中止 
• P連第二ブロック会議オンライン参加3回 
• P連だより印刷配布 
• 国領児童館運営会議参加 
• 学校評議委員会2回参加 
• 健全育成第2地区総会参加 
• 学校開放運営委員総会参加 
• 地域運動会中止 
• 二小運動会での挨拶無し 
• 二小入学式・卒業式への式典参加中止 
• 第三中,第六中の運動会・卒入学式への参加中止 
• 市内小中学校の周年式典への参加中止 
• 令和2年度に行ったデジタル化及びペーパーレス化を今
年度も引き継いだ。 
• あいさつ運動やベルマーク係への実行委員へお願いして
いた個別文書の配布をなくした。 
• 役員選出書類の配布をなくし(ホームページ掲載),アン
ケートフォームへの入力にした。 
• 第2回実行委員会議事録の配布をなくし(ホームページ掲
載),資源回収等の安全安心メール発信の際にURLリンク
から見れるようにした。

●PTA会費振込み方法について 
次年度もPTA会費は振込みになりますが,ゆうちょダイレクトに登録すると振込み手数料がかかりません。
(月5回まで) 

●入校証処分のお願い 
学校より配布しました｢令和3年度入校証｣は,年度が終了しましたら,各自で適切に処分してください。いた
ずら防止のためにも,処分には十分配慮をお願いします。 
なお,卒業生の皆様は,PTAより配布しましたホルダーの返却は不要です。

第一部
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• Zoomを導入し,オンラインで役員会・実行委員会を実
施した。 
• 総会,個人情報届,Ｐ連環境改善アンケート,その他ドッ
ヂビー大会やセミナー等の申込の際に,Googleフォー
ムを利用し,用紙提出や集計作業の軽減につながっ
た。 
• 予定していた活動の多くが中止となったが,その分,規
約・二小ルールの改訂や役員選出,個人情報届等の見
直し改善を図った。 
• まだまだホームページやURLリンクを見てもらえない
ことが多数あったので,その周知と用紙との併用は必
要である。次年度の課題として引き継いでいただく。 

４. 次年度PTA活動の変更点 
• 規約・わたしたちのPTAの改定「PTA通信No5」裏面
に掲載。 
• 4月PTA総会にて報告し議決する。議決後,PTA規約,
わたしたちのPTAは改定しHPへ掲載。書面での配布
無し。 

5. PTA個人情報届けについて 
• 在校生：保護者宛に個人情報届の文書配布,3/1(火)家
庭数配布→3/15(火)締切(変更の方のみURL入力or提
出。執行部にて,学年･クラス･きょうだい情報の変
更） 
• 新1年生：4/6(水)児童数配布→4/14(木)締切(入力or
提出：保護者(会員)氏名,児童クラス･児童名<ごきょう
だいおられる場合すべて>住所･電話番号･メールアド
レス,校外班) 
※ご入力･ご提出いただいた個人情報は,十分に注意
し,ご卒業や転校時に適切な方法にて削除･処分する。
※ご変更のあった方は,必ず執行部へ連絡。 
※学校安全･安心メールが機能しなくなった場合,PTA
執行部より緊急連絡をメール送信する場合がある。 

6. 令和3年度総会について 
• 従来体育館にて行っていたが,昨年に引き続き,令和3
年度も書面総会。(URL入力または書類提出） 
• 4/6(水)児童数配布→4/14(木)家庭数入力または提
出,4/15(金)集計。 
• 後日「PTA通信」にて結果報告。 
 
7, 来年度第１回実行委員会･顔合わせについて 
• 令和4年5月12日(木)15:45頃~開始,体育館。 
(校長先生・副校長先生,学校開放運営委員長,健全育成
推進第二地区委員長,スポーツ推進委員,新クラス実行
委員,新開放イベントサポート委員,サークル代表,

 令和3年度各委員長[開放イベントサポート・ベルマー  
ク・健全行政サポート・広報],執行部） 
• 各委員,係の引継ぎは別途あらためて設定。各委員資
料は持参し受け渡し。 
• ご卒業される方,当日ご都合の悪い方,代理の方のご出
席のお願いします。 
 
8. 活動費,クラスファイル,読み聞かせノート
回収について 
• 次年度について,追加の備品購入などあれば会計まで
連絡。 
• クラスファイルは回収。実行委員会終了後,PTA室の
入室表の横に回収箱を用意するのでそちらに提出。個
人情報は抜き取り,シュレッダー処理。 
• 開放イベサポ,ベル,健全行政,広報の委員長は,来年度
第１回実行委員会・顔合わせ時に持参。 
• 読み聞かせノートについて,1~5年生は,3学期末にこ
ども便または担任の先生より執行部へ返却。お持ちの
方は,担任の先生にお渡しするようアナウンス。ノー
トは新学年クラスで使用。 
• ６年生の読み聞かせノートはPTAでは保管しない。保
存・廃棄等クラスで話し合っていただく。 

 
9. ６年生卒対担当について 
• 卒対を係活動にしたことについて様々なご意見があっ
た。(実行委員が係活動と同様に振り分け,卒対を決め
るのも負担になることも)実行委員と打ち合わせし,5
年生にアンケートを実施。今後は3学期にアンケート
を実施して卒対の立候補等を伺い,3学期に決定する。
卒対文書について全校配布予定。 
• アンケートについては,希望者のみ回答。強制ではな
い。執行部は,アンケートフォーム提供する。 

10.1~5年生 3月保護者会でのお願いについて 
• 3月オンライン保護者会にて｢PTAからのお願い｣4月
の委員選出について保護者へお伝え。 
• 4月の保護者会では,次年度も実行委員2名,開放イベン
トサポート委員1名選出。運動会開催が5月のため,同
日に運動会係2名も決定する。 
• 4月保護者会の委員決めは基本,実行委員がとりまとめ
る。進行に不安があれば,執行部の立ち会いも検討。

第二部
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11. 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,卒対について,クラス委員のお仕
事紹介。 
 
12. 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。 
• 卒対は,基本的に係に入るが,第一希望優先にする,係
から外すなど学年の実行委員で検討してよい。 
• あいさつ運動・ベルマーク係で人数の調整をする。 

13. 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 
• 4月6日からのあいさつ運動,交通安全指導は,変更が
あれば再度連絡します。

mailto:chofu.dainisho.pta@gmail.com


活動報告・今後の予定
実施日 内容 場所

執行部　全体

3月 1日 在校生の個人情報届け配布 →15日締切
3月 24日 修了式

25日 卒業式
4月 6日 始業式・入学式

6~15日 あいさつ運動
6~14日 個人情報アンケート（新1年生）

15日 PTA総会（4/14締切・書面集計）
5月 12日 R4年度　第1回実行委員会・顔合わせ

執行部

会長

11月 11日 P連ブロック会議出席 zoom
30日 学校評議委員会参加 第二小

1月 28日 学校評議委員会参加 第二小
30日 P連ブロック会議出席 zoom

2月 8日 家庭教育セミナー打ち合わせ開始,教育委員会社会教育課
2月 14日 家庭教育セミナー助成金申請

17日 P連理事会会議,都合により不参加 zoom

会長補佐
11月 副会長,イベサポ委員,学校開放委員とドッチビー大会打ち合わせ参加→大会中止

第４回,第５回役員会参加 zoom
新役員顔合わせ参加 zoom

副会長

副校長先生,各委員との打ち合わせ
10月 次年度役員選出と1/17に役職決め

11~1月 ドッヂビー大会,打ち合わせ,参加者の募集と取りまとめ
12~2月 5年生卒対アンケート準備と実施,5年実行委員打ち合わせ,卒対まとめ

1月 中旬 広報誌アンケート手伝い
規約・二小ルール等の改訂の書類作成
役員会,実行委員会の準備と司会進行
新1年生保護者説明会書類の準備
今後,個人情報届や総会の準備,次年度へ向けての引継ぎ

書記

役員会 議事録作成
PTA通信No.4.5 作成,配布
ベル,あいさつ運動に関する安全安心メールテンプレート,引継書の作成
３月実施予定の家庭教育セミナーの企画進行,案内書作成配布
次年度へ向け引き継ぎ準備

会計

10月 資源回収補助金申請
1月 源回収補助金申請

印刷機不具合が続いているため,モノクロA4コピー機を導入,設置
新年度に向けてコピー用紙,トナー発注
中間決算報告書の作成
卒対さんと連絡をとり記念品発注の精算
新入生記念品,ネームホルダー等の発注
決算報告の作成と予算案作成

校外 1月 末 校外班長へ来年度の新班長・副班長の選出依頼
新入生セットの書類の作成,新役員さんへの引継ぎの準備

ベルマーク係

10月 26日 ベルマーク集計についての安全安心メールを発信
11月 1日 ベルマーク集計についての安全安心メールを発信
11月 7日 第二回ベルマーク集計,2,5年生保護者と実施 家庭科室
11月 8日 集計したベルマークを郵便局より送付
12月 22日 ポイントでスポーツカウンターを購入

健全・行政サポート係 2月 1日 イベント中止の代替として,3月のあいさつ運動を行う予定の連絡 校庭
2月 18日 3月のあいさつ運動中止の連絡

広報委員
2学期の号として,12月号を発行
最終号として3月号を作成し,最終チェック中 
3月号では卒業を迎える6年生をメインに特集を組む

開放イベントサポート委員 11月 23日 ドッチビー大会打ち合わせ 国領駅北ふれあいの家
1月 18日 ドッチビー大会不参加の決定

PTAバドミントン部

10月 ㈬16:30-21:00 ㈯15:00-18:00 ㈰9:00-12:00練習 体育館
11月 ㈬16:30-21:00 ㈯15:00-18:00 ㈰15:00-18:00練習 体育館
12月 ㈬16:30-21:00 ㈯15:00-18:00 ㈰9:00-12:00練習 体育館
1月 ㈬16:30-21:00 ㈯15:00-18:00 ㈰9:00-12:00練習 体育館
11月 25日 開放委員会会議出席 国領第二ふれあいの家
1月 19日~ コロナ感染拡大につき当面の間,練習中止

PTAソフトボール部 1月 29日 令和４年度調布市公立小学校PTA親善ソフトボール大会に向けた運営委員会

おやじの会 11月 17日 役員会開催
12月 10日 報告会開催

1年1組 10月 16日 運動会係2名 校庭
11月 9日 ベルマーク集計 家庭教室
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1年2組

10月 16日 運動会係2名 校庭
12月 1日 PTA新役員選出完了の連絡

連合音楽会・耐寒マラソン・餅つき・1-2懇談会中止の連絡
1月 10日 あいさつ運動・1月読み聞かせ・ドッチビー大会中止の連絡
1月 15日 2月読み聞かせ中止の連絡
2月 15日 3月読み聞かせ中止の連絡

1年３組

10月 16日 運動会係2名
11月 30日 PTA新役員選出完了の連絡

連合音楽会・耐寒マラソン・餅つき・1-2懇談会中止の連絡
12月 16日 1月から読み聞かせ再開・来年度1学期あいさつ運動日程確定の連絡
1月 11日 3学期あいさつ運動・1月読み聞かせ中止の連絡

16日 2月読み聞かせ中止の連絡
2月 15日 3月読み聞かせ中止の連絡

2年1組

11月 30日 PTA新役員選出完了・連合音楽会・耐寒マラソン中止の連絡 保護者会
ドッチビー係へ確認連絡

12月 16日 1月から読み聞かせ再開の連絡
1月 8日 1月読み聞かせ・ドッチビー大会中止の連絡
1月 12日 2月読み聞かせ中止の連絡
2月 14日 3月読み聞かせ中止の連絡

2年2組

11月 30日 PTA新役員選出完了・連合音楽会・耐寒マラソン・餅つき中止の連絡 保護者会
1月 9日 3学期あいさつ運動・1月読み聞かせ中止の連絡 クラスチャットルーム

13日 2月読み聞かせ中止の連絡 クラスチャットルーム
2月 21日 3月読み聞かせ中止の連絡 クラスチャットルーム

2年3組

11月 9日 ベルマーク集計 家庭科室
25日 PTA新役員選出完了・連合音楽会・耐寒マラソン・餅つき中止の連絡

12月 17日 来年度1学期あいさつ運動日程確定の連絡
1月 11日 2月読み聞かせ中止の連絡
2月 14日 3月読み聞かせ中止の連絡

3年1組

12月 2日 PTA新役員選出完了・連合音楽会・耐寒マラソン・餅つき中止の連絡 保護者会
ドッチビー係へ確認連絡

1月 8日 1月読み聞かせ中止の連絡
17日 2月ベルマーク集計中止の連絡

1月 18日 2月読み聞かせ中止の連絡
2月 15日 3月読み聞かせ中止の連絡

3年2組

12月 2日 PTA新役員選出完了の連絡
17日 1月から読み聞かせ再開の連絡

1月 8日 1月読み聞かせ中止の連絡
15日 2月ベルマーク集計・2月読み聞かせ中止の連絡

2月 15日 3月読み聞かせ中止の連絡

4年1組

12月 2日 PTA執行部からの連絡を伝言・保護者会欠席者への連絡 保護者会
12月 18日 来年度1学期あいさつ運動日程確定の連絡
1月 10日 1月読み聞かせ中止の連絡

16日 2月ベルマーク集計・2月読み聞かせ中止の連絡
2月 17日 3月読み聞かせ中止の連絡

4年2組
10月 13日 読み聞かせ10/13,11/17,12/22,1/19,2/9,3/16中止
1月 11日~ あいさつ運動中止
2月 1日 ベルマーク集計中止

5年1組

11月 9日 ベルマーク集計 家庭科室
12月 3日 PTA執行部と卒対係について打ち合わせ 　
1月 5年生保護者への卒対に関するアンケート実施案内
2月 2日 15:00~打ち合わせ zoom
2月 5年生保護者への卒対に関するアンケート結果報告

5年2組

11月 9月 ベルマーク集計 家庭科室
12月 3月 PTA執行部と卒対係について打ち合わせ
1月 5年生保護者への卒対に関するアンケート実施案内
2月 2月 15:00~打ち合わせ zoom
2月 5年生保護者への卒対に関するアンケート結果報告

6年1組

10月 1日 卒業アルバム相談（10/1,11）
11月 26日 PTA関連相談（11/26,30,12/1）
12月 3日 PTA執行部からの連絡を伝言 保護者会
12月 17日 読み聞かせ・あいさつ運動に関する相談,連絡（12/17,1/9,17）
1月 25日 寄せ書きに関する相談等（1/25,30連絡配布,2/9,10）

6年2組
10月 16日 運動会係2名
10月 20日 読み聞かせ10/20,11/17,12/15,1/19,2/9,3/9中止
3月 2日 健全行政サポート,あいさつ運動

10月～3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。
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※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。 
一部内容を抜粋し、匿名でご紹介させて頂きます。 
 

● 執行部の皆さまには色々と、ご対応いただき本当にありがとうございました。イベント中止が続き、変更
の多い一年でした。クラスの係のお仕事も減り、クラス内の交流もままならず残念でした。今後、機会が
あればお手伝いしたいと思います。一年間ありがとうございました。 

● 続くコロナ禍で執行部の負担が大きかったかと思います。一年間支えていただきありがとうございます。 

● 中止となった行事が多く、実質作業負担は多くなかった。 
Zoom会議や書類提出方法など、オンラインの活用が便利に感じられた。 

● コロナ禍でなかなか活動が出来ず残念でした。クラスでのLINEオープンチャットに全員が参加してくれ
て、連絡がスムーズで大変楽でした。委員会の集まりもZoomで開催して頂けたので感染も気にならず大
変助かりました。 

● 二人揃って初めてのクラス委員となり、何も分からず不安だらけのスタートとなりました。 一年間何とか
やり遂げる事ができたのは、執行部や実行委員の皆様、またクラスの保護者の皆様の温かいお力添えが
あったからと感謝しております。 コロナの影響で多くの行事が中止になってしまい残念な一年ではありま
したが、委員の活動を通してとても貴重な経験をさせていただく事ができました。 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。一年間ありがとうございました。  

● 活動中止になることが多く、残念でした。 
一日でも早く子供たちの思い出に残る活動ができる日を願っています。 

● 執行部の方や、各係の方など、たくさんの方のおかげで学校行事が成り立っているのがよくわかりまし
た。 

● コロナ禍での一年間のクラス委員の活動はLINEを中心に学年でコミュニケーションをとりながら円滑に進
めることができたと思います。 
執行部の方々に常にサポートしていただけました。ありがとうございました。 

● 初めての実行委員の活動で大変でしたが、同じクラス委員さんの助けもあり、一年間を無事に終えること
が出来ました。 

● 二年連続でクラス委員を務めました。様々な行事が中止となる中、広報委員として少しでも子供たちの日
常を伝えられたらと思い活動しました。大変なこともありましたが、他の広報委員の方にも助けられ、子
供たちの笑顔にも癒やされ、とてもいい経験になりました。 

● 子供たちにとって、規模縮小でも運動会が出来たことは良かったと思います。 
次年度にもっと活動ができることを願います。 
 
 

一年間を振り返って



 
●執行部より● 
 
【会長】 
昨年度から引き続き様々な活動が制限され、子供達が楽しみにしている行事も多くが開催出来ない中、執
行部では「時代に沿ったPTAの運営」への移行、すなわち任意参加を基にした少人数で遂行可能な合理的
実務を実現するため、前任者から引き継いだデジタル化と合わせ、｢PTA規約」および「わたしたちの
PTA」の内容についても見直しを行いました。 
新年度は会長としての立場を後任の方に引き継ぐ事にはなりますが、今後も誰でも簡単に参加できる、そ
して参加したいと思えるPTA作りのお手伝いを続けてまいります。 
 
【会長補佐】 
コロナ禍で担当する外部団体の集まりもほとんど中止となってしまいました。反面、役員会や実行委員会
をZOOMで行うなど貴重な体験もできたので、今後のPTA活動に活かしていきたいと思います。一年間あ
りがとうございました。 
 
【副会長】 
執行部役員を通じて、あらためて二小の良さを実感しました。予定した活動が殆ど中止となり、検討した
代替活動も実行には至りませんでしたが、執行部としてできることを精一杯探ってまいりました。 
コロナ禍で出来なかったこともありましたが、コロナ禍だからこそ出来たこともたくさんありました。 
色々迷うこともありましたが、皆様からご意見ご協力や温かいお言葉、お力をいただいたおかげで、進め
て行くことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。一年間ありがとうございました。 
 
【会計】 
会費の回収を現金ではなく振込制にして二年目となりましたが、会員の皆様のご協力のおかげで、大きな
トラブルなく運営できました。 
また、デジタル化を進めて印刷機の利用頻度を下げるなど、新たな取り組みも進んだと思います。保護
者・教職員の皆様、執行部の皆様に感謝いたします。 
来年度は、もっと子どもたちと直接会える日が増えることを願っています。 
 
【校外】 
一年間の活動を通して、地域の方々や保護者の皆様のご協力がこれほど多くあったのかと改めて痛感しま
した。デジタル化が進み、来年度以降も更に効率よく、負担なく楽しく活動できるよう願っています。 
本当に皆さんに助けられて、一年間頑張ることができました。貴重な経験になりました。ありがとうござ
いました。 
 
【書記】 
一年間、コロナ禍でイレギュラーなことも多く、活動の制限もありましたが、役員の皆さまと共に学校活
動に携われて、大変貴重な経験をさせていただきました。 
デジタル化が進み、以前に比べ印刷・配布の書類が軽減されました。皆様から提出いただく書類もデータ
になることで管理、引用しやすく助かりました。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


