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ＰＴＡだより 
 

 

 第４回運営委員会 ３月１日 Zoomによる開催 

 

 

 

１.校長あいさつ                                 生田目 将 校長先生 

 

令和 3 年度の最後の PTA 役員会・運営委員会へご出席いただきありがとうございます。コロナ禍における

PTA 活動は，前例踏襲できず予測困難な中，未来に向かう活動を役員の方々中心に実施していただけました。

特に，漢字検定，読み聞かせ，若葉ステージなどにおいて，子どもたちや学校教育に対しまして多くのご支援

いただけましたことに感謝いたします。おかげ様をもちまして，今年度の教育活動を無事に終えることができ

ます。 

若葉小学校が大規模校である現状を前向きにとらえ，それを生かす教育活動を次年度以降も展開してまいりま

すので，保護者や地域の皆さま方にもお力添えいただけたら幸いでございます。令和 4 年度は，校長として若

葉小学校にかかわるすべての人が『今より“もっと”笑顔があふれるために』を目標にしてまいります。 

 

2．学校連絡事項                                 榊原 敦 副校長先生 

 

・ＰＴＡ役員の皆様におかれましては，１年間にわたり様々な取り組みにご尽力いただき，ありがとうござい

ました。 

・資料室に空調機が導入されました。暑さ寒さを多少はしのげるようになると思います。消し忘れに注意して，

お仕事にご利用ください。 

・校庭で遊具設置工事が終わりました。当時ホタル池を作っていただいた地域の方々の了承を得て，跡地に造

成しています。工事は完了，今後検査を経て３月１４日(月)から使用できる予定です。 

・２月２４日（木）から各学年の保護者会が始まっています。６年生を除き，今回はハイブリッド方式で行い

ます。ご来校いただき直接対面で参加いただくか，帰宅したお子さんの iPad でご視聴をお願いします。 

・あいさつについて，校長先生の呼びかけのもと，教職員のあいさつが強化され，子供たちにも好ましい影響

が出ています。ご家庭でも「おはようございます」「おやすみなさい」「いただきます」「ごちそうさまでし

た」「ありがとう」といった挨拶のお声がけ，ご指導をお願いします。 

 

3.ＰＴＡ会長あいさつ                                 会長 阿部 敬一 

 

オミクロン株拡大の影響を受け，まん延防止等重点措置対策が延長する中，第 4 回運営委員会は初めての ZOOM

による開催に変更しました。慣れない作業などもあり，開催の準備や当日の資料の投影や説明などにつきまし

て，ご不便を感じさせてしまったかもしれません。運営委員会出席者の皆様には，ご心配をおかけしてしまっ
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た事をお詫び申し上げます。 

 若葉小 PTA としましても，他校や近隣中学校の PTA の皆様の意見などを聞きながら，今後も感染防止対策を

取りつつ，今後も ZOOMや WEB を使用して，何よりも保護者の皆様にとって，より良い運営ができれば幸いと考

えております。 

第 4 回運営委員会では，2点の議題について議決されましたので報告させていただきます。1点目は，PTA規

約細則と細則別紙について，わかば委員会が今後も継続運営されていくことから，わかば委員会の設立目的と

役割を追記しました。そして今回の様に，ZOOM や WEB での運営が活性化されていく事が想定される事から，個

人情報保護に関する規定を追記しました。2 点目は，わかばカードの改定について，わかばカードの管理の簡素

化と，カードのポイントや活動内容をより分かりやすくするために，今までは 1 児童 1 枚を保持していました

が，次年度より，1 家庭 1枚のカード保持をすることに変更し，また，わかばカード紛失時は，学級代表委員会

ではなく，PTA役員に直接連絡を頂く様に変更しました。 

 令和３年も，年間を通して本当にイレギュラーな事ばかりでしたが，ＰＴＡ活動にご協力頂いた全ての皆様

に心より感謝申し上げます。今後は４月の委員・お手伝い決め，ＰＴＡ総会及び委員総会や引き継ぎなど，残

りわずかな活動となりますが，来年度に向けて良いバトンを渡せるよう，最後まで気を抜かずに取り組んでい

きたいと思っています。 

 世間や TV では暗い話ばかりでモヤモヤしている方も多いかも知れませんが，PTA の本来の設立目的である

『児童生徒の健全な成長をはかる』事を最優先に，学校と保護者が協力して，よりよい教育環境を充実させて

いきましょう。そのためには，保護者も楽しく，PTA活動をしていける様な環境作りをしていきたいと考えてい

ますので，皆様の忌憚の無い意見をいつでもお待ちしております。 

引き続き皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 

4.活動報告と年間活動を振り返って  

 

① PTA役員 

 

② 委員会 

学級代表委員会 報告 

PTA役員・学代委員長・副委員長話合い（来年度アドレス回収，わかばカードについ

て） 10/5 

学級代表委員会開催（1，2年） 10/13 

役員担当者・三役 委員・お手伝い決め話合い 10/20 

PTA運営 

報告 
第4回役員会（Zoom） 1/21 第5回役員会 2/22 

第4回運営委員会（Zoom） 3/1  

予定 

卒業記念品・新入学準備 3月 後期会計監査 3/17 

来年度予算案作成・決算報告書作成 3月 

PTA総会 4/27  

学校関係 

報告 第3回学校評議員会 中止 新入学説明会（資料配布のみ）2/8 

予定 
保護者会 2/24～25，3/1～4 6年日光移動教室 3/6～8 

若葉小学校卒業式 3/25 若葉小学校入学式 4/6 

健全育成推進 

地区委員会 
予定 新入生自画像 3/26 ３月定例会 中止 

PTA連合会 報告 第3回理事会（Zoom会議） 2/17 
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読み聞かせ準備 10～11月 PTA会長・委員長話合い 12/19 

三役打合せ 2/17 学代分わかばカード回収・押印 

予定 
今年度のわかばカード作成，配布についてPTA役員・三役打合せ 3月初旬 

新年度学代セット資料作成 3月中旬 

【学級代表委員長】 

学級代表は，各クラスの保護者と学校を繋ぐ連絡調整が大事な役割だと思いますが，コロナ禍においては，コミュニケ

ーション自体が難しく，苦慮しました。賛否のご意見がありますが，読み聞かせの意義を訴える声も多く，沢山の方の

協力を得て，読み聞かせ再開のお手伝いをすることが出来ました。 

文化厚生委員会 
報告 

家庭教育セミナー 10/19 文化的行事 中止 

ベルマーク収集 3月中止  

予定 昨年度のベルマーク仕分け・集計・発送他 わかばカード押印 3/7 

【文化厚生委員長】 

今年度は多くの制限がある中，企画しては中止になるを繰り返す１年でしたが，唯一[家庭教育セミナー]を実施できた

ことはとても喜ばしいことでした。また，[ウェブベルマーク]が浸透し，若葉は市内小学校でのポイント上位校となりまし

た。活動が少ない中でも結果を残せたのは皆様のご協力があってこそと心よりお礼を申し上げます。 

校外生活委員会 

報告 

R4立ち番アンケート印刷・配布 10/21 R4立ち番アンケート集計 11/24 

R4立ち番表入力係説明会担当振り分け 12/11 

R3立ち番協力者へのわかばカード回収のお知らせ配布 1/13 

回収及びわかばカード押印 2月上旬 

予定 
R4立ち番表印刷及び配布 3/9 こどもの家新一年生へお手紙作成 

第2回校外だより発行 3月中旬 新旧引継ぎ 4～5月 

【校外生活委員長】 

副委員長・委員さんのご協力もあり，今年度も１年間スムーズに活動することができました。立ち番活動へもたくさんの

保護者さまにご協力を頂きましたこと，心より感謝申し上げます。制限も多い１年ではありましたが，業務のスリム化など

活動内容を見直すいい機会になったと思っております。 

選出委員会 報告 互選会・選出便り最終号発行 11/12 

【選出委員長】 

選出委員として1年，委員長として２年務めました。本年度は，初めてWebアンケートを実施するなど，昨年に引き続き

できる限り活動を簡素化しました。保護者の皆様，ご協力いただき本当にありがとうございました。共に活動を支えてく

ださったPTA役員，副委員長，委員の皆様に感謝いたします。 

わかば委員会 報告 

打合せ（三役） 10/14・21，11/4，2/3 

第2回漢字検定監督 11/5 第2回わかば委員会 11/11 

わかばステージ 11/18～20 わかばステージ反省会（三役）12/16 

【わかば委員長】 

今年度もコロナ禍で例年通りとはならなかった１年でしたが，わかば委員としては，2回の漢字検定監督と，わかばステ

ージのお手伝いをする事ができました。初めてのわかば委員長でしたが，教職員の皆様，PTA役員の皆様，委員の皆

様，前わかば委員長・副委員長，保護者の皆様のご協力をいただきまして，無事に活動をする事ができました。この場

をお借りして感謝申し上げます。１年間ありがとうございました。 

 

 

③ 子ども会 

子ども会 報告 
わかばカード回収 10月 さつまいも掘り（５地区） 10/24 

子ども会選出会 11/30 ドッチビー大会 中止 
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新入学児童自画像展お手伝い（配布物購入・封筒） １月 

 
廃品回収（５地区） 10/2，11/6，12/4，1/8，2/5 

定例会 10/16，11/27，12/18，1/15，2/19 

予定 

新旧執行部，世話人引継ぎ 

新入学児童自画像展張り出し，撤去手伝い 3月，4月 

新旧世話人総会 4月 

【子ども会代表】 

子ども会がどのような活動をしているのか，ほぼ知らないまま執行部を務めることになりました。コロナ禍で行事中止も

多々あり，不安な中での始まりでしたが，子どもたちが安心安全に楽しく学校生活を送るために，学校と保護者，地域

の方々との繋がりが大事だと改めて感じました。１年間ありがとうございました。 

 

 

④ 同好会 

バレーボール同好会 

【バレーボール同好会代表】 

本年度もコロナ禍により活動することができませんでした。来年こそは，状況を見ながら少しずつ活動が再開できること

を願っております。 

若葉マークス 報告 仙川カップ第3位 12/12  ２０２１年度総会２０２２年度への引継ぎ 2/19 

【若葉マークス代表】 

コロナ禍で各種イベントが中止になることが多く，充分な活動はできませんでした。そのような中，チームで知恵を出し

合い，様々な方のご協力により調布市ソフトボール大会に２回，及び仙川カップに参加することができました。来年度

は部員を増やすことを第1の目標とし，頑張って活動していく予定です。 

おやじの会 
報告 テニスボールの穴あけ 

予定 テニスボール穴あけ・地域清掃・新メンバー加入告知作成 

【おやじの会代表】 

子どもたちとの協働イベントが困難な状況につき，穴あけがメインとなりました。（メンバーの親睦会なども現状にふまえ

完全自粛中）来年度は，新メンバーを募り，また保護者のみなさんのお力添えを得て，地域の清掃，野川探検，おや

じファーム（農地募集中）など，子どもたちと協働できることを心待ちにしています。 

 

 

 

⑤ 各学級 

全学級共通 報告 

11月初旬読み聞かせクラス担当表発表 

11月初旬読み聞かせクラス担当表再募集メール配信（該当クラス） 

読み聞かせ 11/24，12/22 1月，2月感染拡大の影響で中止 3/16実施予定 

来年度委員決めWebアンケートテスト参加 

2月わかばカード改定案アンケート協力 

【学級代表１学年】 

入学してはじめてPTA委員になり，またコロナ禍で対面での活動ができないままスタートし不安がありましたが，1年生

学代グループとして連絡はスムーズにとれたと思います。クラスの交流を深める茶話会を開催できなかったのは残念

でした。来年度は開催できるといいと思います。1年間ありがとうございました。 
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【学級代表２学年】 

今年度もコロナ禍ということで対面での活動が制限され，文章だけでやり取りする難しさも感じましたがPTA活動のスリ

ム化にもつながっていると思いました。今後PTA活動の負担を減らしながら学年でのコミュニケーション，また三役との

分担がスムーズになるといいと思います。1年間ありがとうございました。 

【学級代表３学年】 

コロナ禍での活動で，学代が集まって話し合う場がなく，スムーズに仕事が進まない時もあり，仕事連絡はラインでの

やりとりなので意思疎通が難しく感じることもありました。来年度は三役と学代がより多くコミュニケーションをとりながら

仕事ができるようになれば良いなと思いました。 

【学級代表４学年】 

コロナ禍で茶話会の手配や挨拶運動への参加など学代の仕事ができず，三役やPTAの方の仕事量を増やしてしま

い，申し訳なく思っています。アドレス回収もなくなり，学代の仕事の見直しも含め，今後はより良いやり方で仕事がで

きるようになればと思いました。 

【学級代表５学年】 

コロナ禍の影響で対面による学級代表の活動が制限されて残念でした。それでも読み聞かせを実施できたことは双

方に貴重な経験でした。2年ぶりでどんな本を選べば良いのか，以前のように聞いてくれるかと不安もありましたが大変

好評でした。保護者と子どもが顔を合わせる機会が減った今，この活動の重要性を実感しました。 

卒業関連 6年 報告 

卒業式のお花代集金 1/13，14 先生へのメッセージカード配布 2/17 

[卒業アルバム配布先アンケートとメッセージカードについての説明]メール配信2/17 

メッセージカード回収・取り纏め 2/28 保護者会後わかばカードP印押印3/2 

【学級代表6学年】 

今年度もコロナ禍のなかでの活動となりましたが，後半に読み聞かせが2回できました。学代からの連絡がほぼ一斉メ

ールで対応いただけるようになったり簡素化できたことは良かったと思います。卒対関連も，全てペーパーレスでアン

ケートや連絡を行うことができ，スムーズに行うことができました。最終学年で，お母さんたちの交流がなかなかできな

かったので，コロナが早く終息し，茶話会等も行っていけることを願います。 

 

 

5.細則・細則別紙について  

 

 ３月１日の第 4 回運営委員会におきまして，細則・細則別紙改定議案が審議され，賛成多数により承認され

ました。改定になりました細則・細則別紙と内容につきましては，別途お手紙にてご報告いたしますのでそち

らをご確認いただき，細則・細則別紙の差し替えをお願いいたします。 
 

 

6.わかばカードについて  

 

 上記同様，運営委員会にてわかばカードの改定が承認されました。今年度配布の新カードへの移行につきま

しては，取り扱いのお手紙と一緒に後日配布予定です。そちらをご確認ください。 

 

 

7.その他連絡事項  

 

 ・役員会等の議事録作成のため，運営委員会で承認を得て ICレコーダーを購入しました。 

 ・一部の印刷物，ＰＴＡ便りにつきましては，学校と同様に SDGs(ESD)，ペーパーレス化や活動内容改善等の

観点から，学校ホームページへの掲載へ移行させて頂きます。 

・令和４年度のＰＴＡ総会及び委員総会は,書面（またはweb）による開催を予定しています。 
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新年度のクラス委員・お手伝い選出について 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の為，今年度と同様にアンケートを基に委員・お手伝い選出を

行います。（試行的にweb アンケートを用います。）※保護者会後には開催いたしません。 

 

➢ 学級代表・文化厚生・校外生活・選出（1～5 年生）・わかばの５委員について選出

します。 

（広報委員はコロナ禍での行事取材となる可能性を考慮し，新年度も活動休止予定） 

➢ 選出対象者は全児童対象から家庭数対象へ変更します。（試行的導入） 

➢ 立候補を優先とし，委員→お手伝いの順に選出します。 

➢ 立候補多数または立候補不在の場合は，PTA 役員による抽選となります。 

（委員の兼任不可） 

➢ お手伝いはわかばスポーツ大会・開放プール・夏祭り・地域運動会を募集予定ですが，

行事が中止になった場合はポイント付与はありません。ご了承ください。 

 

詳細は４月に配布する「令和 4年度各委員・お手伝い選出のお知らせ」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の活動も残りわずかとなりました。コロナ禍の中，役員一同力を合わせて取り組んでまいりましたが， 

振り返ると多くの方々に支えられ，助けられたことを実感しております。 

ご協力くださいました皆さま，先生方に心から感謝いたします。 

この状況が1日も早く終息し，通常の学校行事が戻ることを切に願います。 

１年間ありがとうございました。 

 

令和3年度ＰＴＡ役員一同         

 


