
２０２２年７月吉日
上ノ原小学校 ＰＴＡ
会長 小川 克久

本部役員で構成された会議で、校⾧先生や副校⾧先生も出席さ
れます。

各部からの活動報告や連絡事項の伝達、ＰＴＡの運営全般に関
する協議や案件を話し合う場です。
年４回（６、９、１２、３月頃）開催されます。

議決権はありませんが、ＰＴＡ会員であればどなたでもご参加
頂けます!

第１回常任委員会は、６月２７日にZOOMで開催しました。
コロナ感染予防のために導入したやり方ですが、誰でもどこか
らでも参加しやすいため、今後も状況を見ながらZoom開催を
基本とする予定です。

常任委員会とは常任委員会とは

学校より 箱﨑校長先生・有馬副校長先生

日ごろから旗振りやパトロールなど子どもたちの安心安全をも守るためにご尽力いた
だき感謝しております。
今後は新型コロナウイルスにより中止や縮小してきた学校の行事等も復活していく事

となります。さまざまなご支援をお願いすることが多くあると思いますが、どうぞよろ
しくお願いいたします。
上小は市内で一番のマンモス校ということ児童数がとても多いのですが、子どもたち

は非常に落ち着いております。
先生方の協力体制も素晴らしくて、子どもたちを学年の先生全員で見るということが

とても良くできています。
行事としては6年生の日光移動教室、5年生の八ヶ岳移動教室どちらも天候に恵まれ

て貴重な体験をすることができました。
暑い日が続き、熱中症が心配されます。マスクの着用については、熱中症対策を優先

して登下校・休み時間・体育の授業では外すように子どもたちへ声は掛けていますが、
今までの⾧いマスク生活がかなり染み付いていてなかなか子どもたちは外すことができ
ないといったところもあります。
ご家庭でも声掛けしていただけたらと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

常任委員会
だより

第１回



②子どもの安全・安心を

守る

●アプリで旗振りに参加しやすくなるのでできるときに参加したい

●旗振りは重要だとわかっているが参加しにくい、プレッシャーがある

●旗振りのマニュアルやガイドラインが必要ではないか

●パトロールカードやネームプレートを活用したい

●旗振りやパトロールは外注も視野に入れていいのではないか

82%

76%

48%

50%

53%

38%

知っている 賛同できる総会員数:735（先生含む）
回答:331票（回収率45%）

「Q1.改革内容の認知」では
「3本の柱」が他の改革内容に
比べて認知・賛同ともに
低いことがわかりました。

ＰＴＡ改革 総会アンケート結果ダイジェスト

アンケートでは多くの方々に改革の内容が浸透しかつ賛同をいただいていることがわ
かり、本部役員一同、感謝の気持ちでいっぱいです。また、寄せられたさまざまな自由
意見は、さらなる改革を進める上での重要な足がかりになっています。本当にありがと
うございました。

レポートの本篇【上小PTA改革に関するアンケート 結果報告書】は
アプリの【お知らせ】に掲載したリンクからお読みいただけます。

今年度のスローガン【踏み出そう新しいカタチへ】を実現させていくために、今後も
アプリを上手に活用し、会員のみなさんへの理解浸透を図っていきたいと思っています。

活動を
自由参加型に

できるときに
できる範囲で
をモットーに

3本の柱

①学校の教育活動を

支援する

旗振りへの
意見多数!

3本の柱についてのアンケート自由意見まとめ（レポート本篇からの要約）

【Q1一部抜粋】

●運動会など、子ども達の様子がわかる行事のサポートを

積極的にしていきたい

●コロナが落ち着いたら読み聞かせを復活させてほしい

③地域で育つ子どもたちを

支える

●盆踊りなどのイベント復活 ●コロナ対策の見直し

●上小アミューズグラウンドが楽しかった

●意義のある講演会をやってほしい

●地域との意見交換会の開催

寄せられたすべてのご意見とそれに対する本部回答は
【会員からの自由意見＆本部回答集】にまとめました。そちらもぜひご一読ください。



今年度スローガン 踏み出そう 新しいカタチへ

今年度は、「踏み出そうＰＴＡの新しいカタチへ」を合言葉に、会員のみなさんと一
緒に考えながら、新たな上ノ原小ＰＴＡを創造していきたいと思います。

地域で育つ子どもたちが笑顔で毎日を過ごすために、会員のみなさんひとりひとりの
力が必要です。今後ともご協力をよろしくお願いします!

活動に関するご意見・お問い合わせは随時受け付けております。
uenoharapta@gmail.com までお気軽にご連絡ください。



上小ＰＴＡアプリ Hi! 始動！

教職員紹介号 発行

レイアウトデザインは今年度も２年生保護者の張さんにご協力いた
だきました。上小公式キャラクター・マツモスのイラストをとても
かわいくあしらっていただき、本部も大盛り上がり。
張さん、ありがとうございました!

ベルマーク活動

アプリからの募集で１１名の応募が
ありました!

活動は６月から開始しています。
やったらハマるチョキペタ作業。
１年間楽しく活動しましょう!
随時メンバー募集中です。
uenoharapta@gmail.com

までお気軽にご連絡ください。

ICTアドバイザー

アプリからの募集で
７名の応募がありました!

7月にキックオフミーティングが開
かれました。上小PTA活動のDX推
進にビシバシご協力いただきます。
どうぞよろしく!

【iOS】
https://apps.apple.com/app/id1614996642

【Android」
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.open_dna.hi

【上小グループコード】
jRTqTd

気軽なボランティア募集は「ハイ!」、後日ご連絡が必要なものは
「お知らせ」掲載のGoogleフォームから行っています。

「ハイ!」での各募集は期待した以上のスピードで満員御礼となり
ました。今後もみなさんが「できるときにできる範囲で」気軽に手
を挙げられるよう、上手に使い分けをしていきたいと思います。

☆これまでの活用事例☆
「ハイ!」👉旗振りボランティア・夏まつり工作ボランティア
「お知らせ」からGoogleフォーム👉ICTアドバイザー・
ベルマーク・夏まつり当日ボランティア

今後はお知らせもアプリで配信することが増えていきます。
未登録の方はこの機会にダウンロードをお願いします。ダウンロードはこ

ちらから



7月16日・17日に３年ぶりに開かれる予定だった夏まつりは、
コロナ感染急拡大のため中止となりました。楽しみにしていた
子ども達のことを思うと本当に残念です。ボランティアに参加・
応募くださった方々、本当にありがとうございました。

本番に先駆け、7月6日・9日の2日間で開催した工作ボランティアのイベントでは、
看板・イラストパネル・ペットボトル風鈴など、ブースを飾るグッズをたくさん作っ
ていただき、とても助かりました。PTA室で大切に飾っています。

当日のボランティアは実現しませんでしたが、今回本部で培ったノウハウは、
上小アミューズグラウンドなど、今後のイベントにしっかり活用していきます!

上ノ原こども夏まつり 開催中止

本部より

会計より

本年度の会費徴収が無事終了いたしました。

昨年度より引き続き振り込み対応となりましたが、
大きな混乱もなく、スムーズな徴収が実現いたしました。

会員のみなさま、お力をお借りしました先生方、
有馬副校⾧先生にこの場を借りて深くお礼申し上げます。

会⾧・副会⾧

エントリー制の導入と、アプリ「ハイ!」の本格稼働により、
ＰＴＡ活動に対する会員の皆さんの前向きな気持ちを実感して
います。

引き続き「できることを できるときに 無理のない範囲で」
ご協力をお願いいたします。

上小卒業生の寺沢志穂さんから、上小キャラクター・
マツモスの新作が届きました。寺沢さんがマツモスを
最初に描いたのは6年生の時。そして今年はもう高校1
年生!寺沢さんご自身とともに、マツモスの成⾧ぶり
も感じられる作品に役員一同ほっこりしています。
本当に嬉しいです。ありがとうございました!

マツモス新作イラストが届きました！ 新作はなんと15作品!
一部をここで紹介します。



随時 本部会（月1）
新旧役員連絡会（各役職）
総会アンケートまとめ

6月 常任委員会
9月 常任委員会

常任委員会
臨時総会

1月 次年度役員選出
3月 常任委員会
4月 定期総会

本部

12月

5月

5月 P連代議員会
三校会

6月 P連ブロック会議
P連理事会

7月 三校会
9月 三校会

P連ブロック会議
三校会
P連理事会
P連教育懇談会

1月 三校会
P連ブロック会議
P連理事会

3月 三校会
4月 P連新旧理事会

会長

12月

2月

11月

5月 アプリ稼働
ICTアドバイザー募集
ベルマークメンバー募集

7月 教職員紹介号発行

6月

副会長

随時 転入出対応・精算
5月 会費徴収
6月 会費徴収
7月 期末精算
9月 卒業記念品決定
11月 卒業記念品発注
12月 期末精算
1月 新入生準備

年度末決算準備
会計監査準備開始
卒業記念品納品

3月 会計監査
4月 給食費監査

会計

2月

随時

7月 常任委員会だより作成
9月 常任委員会だより作成
11月 臨時総会関連作業
12月 常任委員会だより作成
1月 新入生関連書類準備

新入生関連書類準備
常任委員会だより作成
会員名簿作成
定期総会関連作業

書記

3月

4月

〈教育支援活動〉

10月 スポーツ大会
11月 音楽会
3月 卒業式
4月 入学式

〈安心安全活動〉

随時 見守り
6月 アプリによる見守り導入

P連要望書作成・提出
自転車プレート希望者調査

8月 見守りの方法見直し
9月 新見守り方法（試行）
10月 安全マップ制作（学校と調整）

〈地域・自主企画活動〉

7月 上ノ原こども夏まつり
9月 クリーン大作戦
10月 アミューズグラウンド（予定）
1月 ドッヂビー練習会

３本の柱

7月


