
                                                                                                                                  

ＰＴＡ会員各位 

令和３年 7月 28日 

調布市立調和小学校ＰＴＡ 

 

第２回運営委員会だより 
 

日時：令和３年 7 月 14 日（水）９：３０～   場所：１Ｆ開放会議室より ZOOM 開催 

出席者：校長、副校長、役員、学級委員 

 

１ 会長あいさつ 

新型コロナウイルス感染者の人数も増えてきており、また、緊急事態宣言が発令されてしまいました。 

これに伴い、オリンピック観戦もなくなり移動教室等のイベントも延期されており大変残念な 

状況です。 

さらに現在、流行っているコロナの変異株であるデルタ株は、これまでよりも若年層の感染や重症化

するリスクが高いことが指摘されています。 

引き続き気持ちを引き締めて、感染対策をお願いいたします。 

 

２ 校長先生のお話 

1 学期が終わります。この間保護者の皆様には学校教育の推進にご理解ご協力頂きありがとうござい

ます。また感染予防の取り組みにも感謝いたします。 

児童は皆元気に学校生活を送っています。ただ、6 月頃から校内でのけがが増えていて、安全指導を

強化して進めている所です。これに呼応して、代表委員会などの高学年児童が休み時間、廊下で声をか

けたり、放送にて廊下の歩行を呼びかけたりしている姿が大変好ましいです。全校を挙げて安全への意

識を高めている機運がこの学校にはあります。 

夏休みに入るとすぐに、個人面談が予定されています。お子様の学習や生活などの様子を通知表の所

見代わりにお伝えする場でもあります。宜しくお願いします。 

オリパラ観戦が中止となるなど、さまざま変更が発生しています。今後、急な変更等もあるとは思い

ますが、ご理解ください。 

ありがとうございました。 

 

  



3 報告・今後の予定《７月〜８月》 

月 火 水 木 金 土 日 

12 13 14 15 16 17 18 

  
役員会・運営委

員会（合同） 
 給食終了   

19 20 21 22 23 24 25 

大掃除 終業式 
夏期休業日始 

個人面談 
海の日 スポーツの日   

26 27 28 29 30 31 8/1 

 個人面談 個人面談 個人面談 個人面談   

夏期休業（8/10～13 は学校閉庁日） 

8/23 24 25 26 27 28 29 

   夏期休業日終 始業式   

30 31 9/1 2 3 4 5 

午前授業 給食開始      

※上記予定は社会情勢の影響により変更となる場合があります。 

 

４ 学級報告 

１年 ２年 ３年 

特になし 特になし 特になし 

４年 ５年 ６年 

特になし 特になし 特になし 

 

５ 連絡事項 

☆庶務 

１）リサイクルボックスについて 

６月１８日にリサイクルボックス利用のご案内を配布しました。 

例年、保護者会の際にボックスの展示を行っておりますが、コロナ予防対策として、昨年同様、 

今回の展示も見合わせました。 

今後も、展示するかどうか、コロナの状況を見ながら検討していきます。 

最新の在庫数は次ページのとおりです。 

 

２）ベルマーク活動について 

ベルマーク活動につきましては、今後の方針が未定となっておりますので、主だった活動はしてお

りませんが、テトラパックと使用済みカートリッジは、提出していただいた分を随時、回収してお

ります。 

 

３）おやじ倶楽部の活動について 

活動の予定は無しとなっております。 

  



〈リサイクルボックス在庫表〉（7/12 現在） 

品名 サイズ 在庫数 品名 サイズ 在庫数 

体操着（上） １１０cm 1 赤白帽 不明 3 

１２０cm 3 水泳帽（白） L １ 

１３０cm 1 水着（女子） １２０cm 2 

１４０cm 3 １３０cm 2 

１５０cm 1    

１６０cm 4 鍵盤ハーモニカ  １ 

体操着（下） １３０cm 4  

１４０cm ２ 

１５０cm １ 

１６０cm １ 

M １ 

 

☆会計 

１）学期末の転出について 

 

☆書記 

１）広報誌「サトイモ通信」第一号は６月２５日に配布しました。 

２）各報告用アドレスとラインワークスの活用、締め切り日時について 

 

☆校外 

１）6 月 18 日 神代団地の燃えかす対応 

→UR 都市機構、調布警察署、調布市役所に報告 

→丸山さんが注意喚起のポスター作成・掲示 

２）6 月 23 日 調布市主催の「子供の家」の説明会への参加 

３）6 月 24 日 腕章希望者 10 名への腕章配布(＋校外 4 名) 

４）「調和地区 危険エリア調査のお願い」の作成 

 

☆P 連 

１）施設改善・環境整備要望書 提出予定（7/30 締切） 

 

☆調和地区協議会 

１）フードパントリーのお手紙配布（６月配布済み） 

２）野川生き物観察会の開催と案内（７月配布済み） 

 

☆子ども会 

6/26(土) 「一年生を迎える会」中止 

 

☆健全 

6/22(火) 健全定例会 参加 

6/26(土) JSL 講習会開講式 開催 

 

  



６ その他連絡事項 

☆５月のアンケート結果について共有 

１）家庭教育セミナー：実施しないで決定 

２）学級活動費の利用について：後述します 

３）PTA 細則変更について：変更決定。ただし、しおりへの反映は年度末 

４）ベルマーク活動について：後述します 

５）安心パトロール腕章活用について：役員・学級委員で活用開始 

 

☆学級活動費について 

学級活動費の支給方法をアンケート結果を踏まえ、以下のようにしたいと考えています。 

また、使い方について「推奨/非推奨」を記載しました。参考にして今後の使い道をご検討下さい。 

＜学級活動費について＞ 

（支給方法について） 

・事前支給はしません。年度末に精算という形へ切替えます。 

（予算について） 

・各クラス一律 

※予算超過が想定される場合は、事前に会計さんか三役いずれかにご相談下さい。 

（精算方法について） 

・使用した金額は立て替えをお願いします。また必ずレシートか領収書を残しておいて下さい。 

・3 学期の保護者会後に時間を確保する予定です。 

・立て替えた場合は事前に学級ごとに「合計金額」をご報告いただきます。 

＜推奨する使い方：例＞ 

・学級の親睦を深める為に、オンラインイベントを開催。その際に必要となった物品を購入した。 

・クラス全員で想い出を残す為に、クラス写真を撮影して全員に配布した。 

・本読み会で必要となったノートや文房具を購入した。 

＜推奨しない使い方：例＞ 

・保護者会の時にお茶菓子を購入して配布した。 

・年度末、担任の先生へ高額なプレゼントを購入してプレゼントした。 

※基本的に活動費は使い切る必要はありません。ただし、学級委員さんが保護者会などでクラス

の皆さんと話し合って決定した事であれば特に問題はありません。 

 

☆ベルマーク活動について 

庶務さんと相談後、一旦三役にて引き取って今後の活動について相談中です。 

 

☆役員会の回数削減について 

6/16 に開催しました役員会の議題で「役員会の回数削減」のアンケートを実施。 

結果、役員会は「削減」し、「2 か月に 1 回運営委員会と合同開催」することに決定いたしました。 

 

☆PTA（及び学級内）発信の連絡方法について 

連絡網廃止に伴う代替案を検討しています。以下運営委員会でアンケートを実施し、方針を決定します。 

＜案＞ 

・LINE「LINE 公式」を活用する案 

・LINE「オープンチャット」を活用する案＜推奨＞ 



７ 協議・議案事項 

運営委員会構成員へアンケート形式で意見を伺い議決をとります。結果を参考に今後の対応を検討します。 

 

＜アンケート配布対象者：運営委員会構成メンバー＞ 

役員、学級委員 

 

＜協議内容＞ 

１）学級活動費について：賛否の多数決をとります 

２）PTA（及び学級内）の連絡方法について 

 

８ PTA サークル活動報告及び予定 

 活動予定 備考 

バレーボール 
場所/日程：調和小アリーナ／第１、第３（金）19:00-21:00 

直近予定：8/6, 8/20 
空調使用 

ソフトボール 
場所/日程：調和小校庭／第２、第４（日）16:00-18:00 

直近予定：7/25, 8/8, 8/22 
 

卓球 2021.4～休部 メンバー募集中 

※緊急事態宣言期間中(7/11-8/22)に伴う学校施設使用可否は決定後連携。 

※アリーナ使用時は「熱中症警戒表」に基づき「厳重警戒」「危険」の場合のみ、エアコンの使用可。 

詳細はサークルへ連携済み。 

 

９ 副校長先生のお話 

いつもご協力いただきありがとうございます。 

１学期もあと４日 クラスでは学習や生活のまとめを行っています。 

今学期も大変お世話になりました。先日は保護者会へのご参加ありがとうございました。短い時間で

したが、担任とも顔合わせさせていただきよかったと思います。また、あいさつ運動では、次回は参加

回数を増やしていただけるとのことで、子どもたちも楽しいのではないかと思います。ありがとうござ

います。 

さて、土曜授業参観や移動教室など、延期になったものもたくさんありました。情報発信ということ

で、調和小のホームページには変更点をすぐに掲載しています。ぜひともご覧ください。 

緊急事態宣言が発令され、まずは水泳指導が一時中止となりました。子供たちはとても楽しそうに活

動していたので、かわいそうで残念でなりません。素晴らしい温水プールでまた９月には行えることを

望んでいます。 

個人面談は、感染防止を強化して予定通り行います。１５分で濃厚接触という壁があります。移動を

含めて１３分となりますが、ぜひご参加くださいますようお願いします。 

オリパラ学校連携観戦は中止となりましたが、ご家庭のテレビなどでご覧になり、オリパラ教育の一

環として応援をしていただきたいと思います。 

昨年度は夏休み２週間でしたが、今年度は４０日近くです。長い期間感染防止にお気を付けいただき、

有意義にお過ごしください。１学期間ありがとうございました。 

 

  



 

＊＊＊ 今後の役員会・運営委員会の開催予定日 ＊＊＊ 

参加対象／日程 

１０月 １２月 

１３日（水） 

9:30～10:30 

１日（水） 

9:30～10:30 

会議体 
第３回運営委員会（役員会合同） 

※ZOOM 開催（三役のみ会議室予定） 

第４回運営委員会（役員会合同） 

※ZOOM 開催（三役のみ会議室予定） 

役員 ○ ○ 

学級委員 ○ ○ 

※上記予定は開催場所も含め変更する可能性があります。その際は事前にお知らせします。 

※今年度は基本的に全てオンライン開催予定。（三役のみ地域開放会議室） 

※役員は各役職基本的に１名は参加（他は任意参加。ただしレジュメは必ずご確認ください。） 

※学級委員は各学年１名のみの参加で OK。（他は任意参加。ただしレジュメは必ずご確認ください。） 

※2021 年 6 月の役員会のアンケート結果通り、役員会の回数を削減しています。 

 


