
                                                                                                                                  

令和３年１０月２０日 

調布市立調和小学校ＰＴＡ 

 

令和３年度 第３回運営委員会だより 
 

日時：令和３年１０月１３日（水）９：３０～   場所：１Ｆ開放会議室よりオンライン開催 

出席者：校長、副校長、役員、学級委員 

 

１ 会長あいさつ 

先週、スポーツフェスティバルがありました。スポーツフェスティバルでは父兄が入れる人数が２人と初めに制限

がありました。これは、４月に行われている他の調布市内の小学校のスポーツフェスティバルでも同様に２人制限だ

ったと聞いております。この制限が未就学児を抱える家庭から不満が多くあったと聞いています。スポーツフェス

ティバル前にこの制限が緩和され、このおかげで、私も家族揃ってスポーツフェスティバルを楽しむことができまし

た。この緩和について校長先生からスポーツフェスティバル前にお電話をいただきました。このおかげで、学校から

の連絡メールの前に、PTA 役員の方に情報を流せたことは、とても良かったと思っています。 

今後も学校側と PTA 側が協力しあって行けたらと思いますので、ご協力の方、よろしくお願いいたします。 

 また、この後、修学旅行、卒業式など、色々なイベントがあります。 

現在コロナは落ち着いていますが、これまでの経緯を見ますと、約４ヶ月おきにピークが来ております。昨日のニュ

ースでは、２月に東京で１万人を超えるとの予想でした。時期的に卒業式などのイベントが近くにあります。この予想

が当たらないように、引き続き感染対策を行っていきましょう。 

 

２ 校長先生のお話 

①スポーツフェスティバル開催お礼 

 ９日に無事開催することができました。人数制限や学年交代制をお願いし、慌ただしい中での参観となりました

が、おかげさまで当日の児童はやる気に満ちて、それまでの練習の成果やそれぞれの頑張りを十分発揮できた時

間となったと思います。参観いただいた方々のご理解によるものと感謝しております。各学年だよりや学級だより

などで、個々については紹介されておりますので、ご覧ください。すべての学年が見事な出来栄えでしたが、とり

わけ最高学年６年生のパフォーマンスはさすがと思わされる内容でした。来年度の運動会の開催方法に関しては今

年を参考にしながら、方向性を検討してまいります。１１月の学習発表会もよろしくお願いします。ありがとうござい

ました。 

②学習の進行状況について 

 ９月の休み明け、１週間のリモート授業を経て、現在に至ります。各学年からの報告によれば、学習進度については

全学年休みの延長に起因する大幅な遅れはないと言う事です。年度初めに計画していた授業の時数予定は、１０

０％実施できない可能性があります。ただし、各学年がその１年間で行わなければならない学習の内容（例：学年配

当漢字の指導他）は必ず今年度中に指導を行うよう進めていますので、ご安心ください。 

③安心安全にかかわる学校生活 

 引き続き、密を避け手洗いの徹底など、感染症予防策を講じながら進めていきます。 

④お知らせ 

  地域と連携した学習や活動を行っています。低学年の農作業体験や、３年生の野川の学習など地域の皆様に協

力いただく活動を進めています。とくに、１１月に計画されている、緑地フェスに対して３年生が中心となり、他学年

でポスター作りなど手掛けることで協力しようと考えています。他学年でも活動を計画しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３  報告・今後の予定《１０月〜１１月》 
月 火 水 木 金 土 日 

10/11 12 13 14 15 16 17 

振替休業日  

第 3回運営委員会 

（第 4回役員会合

同開催） 

  開校記念日  

18 19 20 21 22 23 24 

社会科見学(6)       

25 26 27 28 29 30 31 

就学時検診 

水曜時程 4時間 
 避難訓練     

11/1 2 3 4 5 6 7 

あいさつ運動

(PTA) 

あいさつ運動

(PTA) 
文化の日 

あいさつ運動

(PTA) 

あいさつ運動

(PTA) 
  

※上記予定は変更する可能性があります。 

 

☆今後の行事予定 

 １）行事（行事別当番で割振りのあるもの） 

日程 行事名 開催有無 日程 行事名 開催有無 

１０月中旬 地域運動会 中止 １/１６ 耐寒マラソン 開催予定 

11/1～11/５ あいさつ運動（後期） 有 ２月 小学生スポーツ推進交流会 未定 

１１月 つつじヶ丘児童館まつり 中止 ３月 ２０キロハイク 開催予定 

１１月 金子ふれあいまつり 中止    

 

 ２）校外行事（校外行事別当番で割振りのあるもの） 

日程 行事名 開催有無 日程 行事名 開催有無 

１０月 四中合唱祭来賓 未定 １２/３ 連合音楽会手伝い 中止 

１０/１９ 六中合唱コンクール来賓 未定 １２月～３月 ベルマーク 変更あり 

 

 

 

 

 

 

４ 学級報告 

１年 ２年 ３年 

転出者対応あり 転出者対応あり 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）転入生キット(１名分)の作成 

２）配布用クリアファイルの新調 

３）リサイクルボックスの在庫数確認 



 

〈リサイクルボックス在庫表〉（１０/８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 L １ 

１３０cm １ 水着（女子） １２０cm ２ 

１４０cm ３  １３０cm ２ 

１５０cm １ 水着（男子） １１０cm １ 

１６０cm ４  １３０cm １ 

体操着（下） １３０cm ４ 鍵盤ハーモニカ ー １ 

１４０cm ２ 上履き ２０cm ２ 

１５０cm １    

１６０cm １    

M １    

 

 

☆会計 

１）１１月２０日(土) ２学期領収書〆切 

 

☆書記 

１）令和４年度ＰＴＡしおりについて 

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）８月中旬 多摩川の五年生の事故を受け野川の降り口数ヵ所に注意喚起のラミネートを設置 

２）１０月上旬 校外内で話し合い腕章の「継続」利用の方向で一致 

 

☆P連  

 １）環境整備要望書および施設改善要望書について 
 

☆調和地区協議会 

 １）７月２２日「野川の学校」を開催  

 ２）８月２２−２６日「ラジオ体操」を開催 

 ３）９月２５日「地区協防災訓練」は中止とし、備品の確認およびマンホールトイレ設営訓練を 

   地区協議会で実施 
 

☆子ども会  

  ※１０月の活動は無し 

 

☆健全   

 ９月２８日 健全定例会開催 

 

☆金子ふれあい祭り  

  １）アンケート回答 ー 開催要否、実施代替案など 

 

☆おやじ倶楽部 

 １）１１月１４日(日)ウォークラリーの開催が決定致しました。 

  開催のお知らせは、１０月下旬から１１月１日頃に全校生徒に配布予定です。 

 

 

 

 

 

 



６ その他連絡事項 

☆ベルマークについて 

  ・ベルマーク収集方法変更について 

  ・廃止に向けたスケジュール 

 └１０月：お手紙配布 

 └１１月：収集箱撤去/ウェブベルマーク募集開始 

 └１２月～３月：ベルマーク寄贈（ベルマーク係で調整） 

 

☆令和４年度の三役選出について 

  ・三役へのお願い 

  ・スケジュール 

   └１０月：お手紙作成（三役） 

   └１１月～１２月：募集/選考 

   └１月：決定 

 

☆地域運動会について 

  ・中止が決定した為、行事別当番の方へお知らせを配布済み 

 

☆つつじヶ丘児童館まつりについて 

  ・中止が決定した為、行事別当番の方へお知らせを配布済み 

 

☆第２回運営委員会協議内容の結果 

  役員・学級委員全６２名中、６２名の回答がありました。過半数のため、議決有効とします。 

  １）学級活動費について： 

   「学級活動費は事前支給なし×年度末処理」の賛成が９６．８%で決定 

   「学級活動費も全クラス一律」賛成９８．４%で決定 

 

  ２）PTA（及び学級内）の連絡方法について 

   「LINE オープンチャット（強制しない）」が５９．７%で一番多い結果となりましたので、 

   ２学期に試験的に運用を検討します。 

 

７ 協議・議案事項 

今回は報告、連絡事項のみとなりますので協議事項はありません。 

 

 

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：１１/５,12/３,12/17 
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：10/10,10/24 

※１１月～２月の夕方は、暗いため活動休止 

 

卓球 2021.04～休部 メンバー募集中 

※東京都におけるリバウンド防止措置に伴い-１０/２４(日)まで以下の扱いとなり、１０/２５㈪以降は通常通り使

用可能。 

１）校庭  通常通り使用可 

２）アリーナ 土日祝日のみ通常通り使用可 

３）教室  使用不可 

 

 

 

 

 

 



 

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。 

 今学期も１月半過ぎました。子どもたちは元気に活動をしています。 

さて先日、スポーツフェスティバルもおかげさまで無事に終了することができました。お子様の活躍はいかがでし

たでしょうか。普段は学級単位での行動も、行事では学年１００名程度が一致団結して取り組みました。学級では見

られない集団活動の素晴らしさが見られたことと思います。どの子も一生懸命頑張っていました。子どもの頑張り

をぜひほめてあげてください。応援ありがとうございました。 

 来月は学習発表会、題して、キラキラハーモニーフェスティバル、略してキラフェスがあります。こちらも、作品に

思いを込めていきますので、ぜひご参観をお楽しみにしてください。 

まもなく新１年生となる就学時の健康診断があります。現在約１１０名が受診予定です。１１０５名までは３クラス。１０６

名以上が４クラスとなります。来年度のクラス編成が微妙なところです。 

１２月の保護者会は現在実施予定です。何とか対面でできるといいと思います。 

移動教室は、５年八ヶ岳、６年日光が予定されています。ぜひ実施したいところですね。 

緊急事態宣言は解除されましたが、学校でも引き続き感染症予防に努めてまいります。 

 今後とも調和小をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

＊＊＊ 今後の役員会・運営委員会の開催予定日 ＊＊＊ 

参加対象

／日程 

１２月 

１日（水） 

９：３０～１０：３０ 

会議体 第４回運営委員会（役員会合同開催） ※オンライン開催 

役員 〇 

学級委員 〇 

※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。） 

 

 


