
                                                                                                                                  

PTA 会員各位 

令和３年１２月６日 

調布市立調和小学校ＰＴＡ 

 

令和３年度 第４回運営委員会だより 
 

日時：令和３年１２月１日（水）９：３０～   場所：３Ｆランチルーム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 

 １１月から地区協やおやじ倶楽部等の活動が再開されつつあります。しかし新型コロナウイルスである

オミクロン株がまた流行りつつありますので、感染対策等引き続きよろしくお願い致します。 

 

２ 校長先生のお話 

 日頃より大変お世話になっております。１１月より行事が立て続けに行われました。 

①スポーツフェスティバルとキラキラハーモニーフェスティバルの開催。児童は、これらの行事を通じて

「前向きに取り組む姿」「仲間と協力し合って活動する姿」を見せてくれました。我々は成長と捉えて

います。 

②５年生の移動教室が行われました。（１１月１０日・１１日）たった２日間の行程でしたが、自分たち

で判断し、仲間と協力し合って過ごすという力の向上が見られました。６年生の移動教室も１２月１０

日より予定されていますが、同じように力を高めて帰ってこられるよう指導してまいります。 

 いずれも、児童の主体性と協働性を主眼に置いた活動計画をしています。これらの力がどの学年におい

ても伸長したことは大きな喜びです。 

 １２月に入りました。一年の節目ですが、引き続きご協力ください。授業公開や保護者会もよろしくお

願いします。 

 付け足しです。通知表の表記に関して、学校だよりでもお知らせしました。各フェスティバルの表記に

関して、略称を用いる事、ご理解ください。良い年をお迎えください。 

 

 

３  報告・今後の予定《１１月〜１２月》 

月 火 水 木 金 土 日 

11/29 30 12/1 2 3 4 5 

振替休業日  

第 4 回運営委員

会 

保護者会(6) 

    

6 7 8 9 10 11 12 

 

いのちの授業(1～

3･6) 

保護者会(1～3) 

音楽鑑賞教室(6) 

いのちの授業(4･

5) 

保護者会(4･5) 

日光移動教室(6) 日光移動教室(6) 日光移動教室(6) 

13 14 15 16 17 18 19 

振替休日(6 のみ) 振替休日(6 のみ)      

20 21 22 23 24 25 26 

  給食終了 大掃除 終業式   

※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    

1/16 耐寒マラソン 協議中    

2/23 調布市小学生ドッチビー大会 開催予定    

３月 ２０キロハイク 開催予定    

 

 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 

１２月～３月 ベルマーク 適宜実施    

 

 

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 

ベルマークについて 

・ベルマーク活動の変更に伴い、全校生徒にお知らせを配布 

・１２月より、各学級、近隣の施設に設置されている収集箱撤去の予定 

 

《各役員の皆さまへ》 

１２月中旬頃、各ご担当者へ新入生キットの封入物についてご連絡をいたします。 

 

〈リサイクルボックス在庫表〉（11/19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 – 1 

１４０cm 2 上履き ２０cm 2 

１５０cm 3    

１６０cm 1    

M 1    



☆会計 

特になし 

 

☆書記 

１）PTAのしおりについて 

来年度分作成にあたり、１２月中に改訂内容を三役と最終確認する予定です。 

２）PTA定期総会資料掲載の活動報告について 

【三役・役員代表者】４月の役員会までに活動報告書の提出を依頼。 

【学級委員】「学級報告書兼引継ぎ書」の取り扱いの連絡。 

３）運営委員会だよりの報告方法、締め切り日時について 

 

☆校外 

１）来年度のこどもの家の更新準備に入りました 

２）日頃のパトロールにて近況報告。チラシ配布あり。 

 

☆P連 

 1）連絡網について 

  ・各 PTA１００%登録できない問題あり（紙の完全撤廃が難しい） 

  ・上ノ原小では独自システムで対応。次年度周辺学校へモニター協力依頼あるかも 

 2）P連から以下費用を支給→会計さんへ連携します 

  ・印刷代/用紙代 

  ・安心安全対策費 

 

☆調和地区協議会 

 緑地フェス開催（11/6） 

  ・野川クリーン作戦を実施 

  ・調和 PTAとして野川クリーン作戦に参加していないので、今後については三役で協議 

 

☆子ども会  

 11/10 事前打合せ（三会代表者会） 

 11/17 定例会（大町・金子・野川） 

 調和フレンドパーク：中止 

 

☆健全 

10/26(火)、11/24(水) 健全定例会：出席 

 

☆おやじ倶楽部 

11/14 ウォークラリー開催（参加人数：１０５名） 

２学期中のその他の予定はなし 

 

☆スポーツ推進委員 

11/19 初回打合せ（調和地区スポーツ推進委員、SHC担当役員、地域副会長） 

11/21 役員会議 

11/23 R1担当役員からの引継ぎ 



11/29 参加メンバー募集、担当学級委員/行事別担当作業依頼募集発信 

[ドッチビー練習予定日] 

１/11(火)13:30-15:30、１/30(日)9:00-11:00、2/5(土)13:30-15:30、2/20(日)9:00-11:00 

 

 

６ その他連絡事項 

☆令和４年度の三役選出の進捗状況報告 

  ・スケジュール 

   └１０月：お手紙作成（三役）⇒12/1配布予定 

   └１１月～１２月：募集/選考⇒12/1～12/14募集・１２月中選考 

   └１月：決定 

  ・作成書類（済） 

   └三役のお仕事について 

   └三役選出のお知らせ 

   └三役選出アンケート（オンラインのみ） 

 

☆簡易ウェブサイトについて 

  ・調和 PTA簡易ウェブサイトつくりました 

   └三役選出アンケートの資料置き場として・・・活用予定 

   └試験運用中です。（検索にはひっかからないようにしています） 

   └今後は「調和小PTAの役員/学級委員のお仕事」などを掲載予定 

 

☆令和４年度の役員・学級委員選出について 

  ・役員・学級委員選出について 

   └役員は各学級１名選出。三役がいるクラスは選出不要。 

   └配布用お手紙について学級さんへ質問するかもしれません。 

  ・学級変更がない学年：現１年/３年/５年 

   └３学期保護者会で選出をお願いします。 

   └昨年度お手紙の配布、選出対応漏れがありましたので、ご注意ください。 

  ・学級変更がある学年：現２年/４年 

   └新学期４月の保護者会で選出予定。保護者会への参加を予定しておいてください。 

  ・新１年生 

   └三役主体で新年度４月の保護者会で選出予定。 

 

☆ウェブベルマークのお手紙配布について 

  ・１２月中には対応します 

 

☆LINEオープンチャット連絡網について 

  ・現在メール連絡網がない学級より希望を募ります。 

   └特に３学期役員/学級委員選出があるので、その時までに準備することを推奨 

   └希望学級には「設定マニュアル」「配布用お手紙テンプレート」をお渡しします 

   └希望は学年代表さん側でとりまとめお願いしたいです！（後で LINE WORKSよりご連絡予定） 

 

 



☆令和３年度 あいさつ運動のご報告 

 ６月は２日間、１１月は４日間、実施いたしました。 

 対応された関係者の皆様、誠にありがとうございました。 

 

☆耐寒マラソンについて 

 開催を協議中ですが、PTAのお手伝いは中止となりました。 

 行事別当番の方へお知らせ配布済みです。 

 

 

７ 協議・議案事項 

※協議事項は今回はありません。 

 

 

８ PTAサークル活動報告及び予定(財津) 

 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：12/3,12/17, R4 1/7, 1/21 
空調使用 

ソフトボール 2021.11～2022.02: 夕方は暗いため活動休止  

卓球 2021.04～: 休部 メンバー募集中 

 

 

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１２月２４日の終業式まで残すところあと１７

日となりました。２学期も様々な場面で学校へのご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございま

す。 

先日は、２大イベントの１つ、キラキラハーモニーフェスティバルはいかがでしたでしょうか。子ども

たちの力作、みんな個性が出ていて素晴らしかったですね。音楽も力強く感動しますね。ぜひ子どもたち

を称賛してあげてください。 

さてこの後は授業参観があります。道徳の時間を通して、いのちについての授業を行います。お子様の

授業への取り組みをぜひご参観ください。また今週から保護者会も始まります。年に数回の担任と保護者

の方との貴重な顔合わせです。ぜひご参加をよろしくお願いします。そして何かございましたら遠慮なく

担任へお問合せください。 

１２月１０日から１２日の３日間は６年生の日光移動教室があります。２泊３日、思い出に残る体験が

できるといいですね。金土日に出かけますので、６年生のみ土日分が月火と学校休業となります。 

先日、保護者の方向け学校アンケートを配布しました。結果につきましてはお寄せいただいたご意見か

ら分析し、２月末にお知らせします。来年度への学校改善に生かしてまいりますのでご提出へのご協力を

どうぞよろしくお願いいたします。 

年末で慌ただしくなります。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 ＊＊＊ 

日程確定次第ご連絡いたします。 

参加対象

／日程 

２０２２年２月未定（水曜日） 

９：３０～１０：３０ 

会議体 
第5回運営委員会（役員会合同開催） 

Google Meetオンライン開催（三役のみランチルーム予定） 

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。 

※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。） 

 

 


