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ＰＴＡだより 

 
 

 

１.会長あいさつ                                    ＰＴＡ会長 

 

運営委員会参加の皆様 

お疲れ様でした。久しぶりに３０名を超える参加となりました。しばらくの間コロナウイルスに感染防止対策の為コミュニケ

ーション不足が続く日々でしたが，やはり集まって声を聴かせていただくと気付く点などは多いですね。令和５年は，各委員

さん全員が集まれる日を作っていきたいです。本日の運営委員会では、長い間学代さんの間で議論になっていた卒対に

関わる事など，承認いただく事項がいくつかありましたが，無事に進めていく事ができましたことを感謝申し上げます。今回

の卒対の事もそうですが、実際の委員さんからの声を上げていただき，修正点や改善点が見えてきたものです。これからも、

それぞれの委員会で上がっている声を聴き、より良いＰＴＡ活動ができるように進めてまいりたいと思っておりますので，引

き続き協力をお願い致します。 

 

 

２.校長先生あいさつ                               生田目 校長先生  

 

本日も PTA運営委員会へご出席ありがとございます。 

また，様々な教育活動に対しましてご理解ご協力ありがとうございます。 

新年度の役員様の選出も無事に終えられたことお聞きしております。 

さて，教育活動では，わかばステージが３週前に終わりました。学校としましては，児童と教師が工夫を凝らして作り上げ

た発表になったととらえております。来年の取組が今から楽しみです。わかば委員の皆様中心にご協力感謝申し上げます。 

校外では，３年ぶりに６年生が調布グリーンホールの音楽鑑賞教室に参加できました。素晴らしい生演奏に体全体で触

れました。そして，５年生も３年ぶりに開催された連合音楽会に参加し，調布グリーンホールで最高の合唱と合奏を披露し

てきました。会場にいたみなさんを感動させられました。 

週明けの１２日（月）が「教育活動アンケート」の締め切りです。ご回答くださること願います。 

その他としましては，ユーフォーの校庭遊びが保護者有志の方のご協力で実現しました。児童も保護者も一緒に参加し

ていただけるといいと思います。また，前回副校長からお伝えしました，放課後の地域での遊びのトラブルやピンポンダッシ

ュの苦情が現在も学校へ報告されます。今一度，ご家庭でお子様と話題にしてください。 

年末年始，ご家庭でも何かとお忙しいところではございますが，冬期休業中のお子様と有意義なお時間をお過ごしくだ

さい。 

 

 

３.学校連絡事項                                 小林 副校長先生   

 

 １１月の挨拶運動では，PTA・地域の皆様にご協力をいただきましてありがとうございました。本校５年生全員が当番

で順番に正門・若葉門に立ち，登校してくる子どもたちに「おはようございます」の声を掛けました。目を見て挨拶する子，
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立ち止まって礼をして挨拶する子も見られ，朝からすがすがしい気持ちを味わうことができました。引き続き，気持ちのよい

挨拶が飛び交う学校を目指してまいります。 

さて，１１月の「ふれあい月間」から１２月は「いのちと心の教育月間」へと，学校では子どもたちの心を耕す活動を続け

ています。「かしこく やさしく たくましく」本校の教育目標の中で「思いやりのある子」の育成は，重点の一つです。友達が

楽しんでいる，その姿を見て自分も嬉しくなる。友達が困っている，自分が何とかしてあげよう…。友達のことを思い考える

「心」や，自分から行動できる「力」を育んでいきたいと思います。 

特に１２月は，自他の生命を尊重する心やより深い生命に対する畏敬の念を育てることを大切に，教育活動を行っていき

ます。１２月１５日には，道徳授業地区公開講座を行い，生命尊重に関する授業と講演会を予定しています。子どもたちの

様子を見に，ぜひお出掛けください。教職員一同，あらためて子どもたちの学校生活が楽しいものであるよう心を配るとと

もに，豊かな心の育成に努めてまいります。 

校外での生活について，道路や駐車場で遊ぶことは危険なこと，公園で遊ぶ際にはみんなが気持ちよく過ごすことがで

きるようマナーやルールを大切にすること，を指導しています。また，空気が乾燥し寒くなってきましたので，換気や手洗いの

励行とともに，体調を整え元気に過ごせるよう話をしています。ご家庭でも話題にしていただけましたら幸いです。 

 

 

４.活動報告  

 

① ＰＴＡ役員 

ＰＴＡ運営 

報告 

第２回運営委員会 10/18 互選会 11/7 

あいさつ運動 11/22,24,25,28 第３回役員会 11/30 

第３回運営委員会 12/9  

予定 
ＰＴＡだより発行 12/16 第４回役員会 2/24 

第４回運営委員会 3/2  

学校関係 
報告 

就学時健康診断 10/20 わかばステージ 11/17～19 

音楽鑑賞教室（６年） 11/29 連合音楽会（５年） 12/1 

予定 道徳授業地区公開講座 12/15  

健全育成推進 

地区委員会 

報告 第４回定例会 11/11  

予定 第５回定例会 1/27  

ＰＴＡ連合会 

報告 

杉森小学校 周年行事 10/21 Ｐ連バドミントン大会 10/22 

八雲台小学校 周年行事 10/28 第２回役員会 11/1 

富士見小学校 周年行事 11/2 中学校ソフトボール大会 11/6 

小学校ソフトボール大会 11/13 第２回理事会 11/30 

予定 

教育懇談会 1/12 第３回役員会 1/26 

第３回理事会 2/24 新旧役員会 4/12 

新旧理事会 5/10  

若葉小学校地区

協議会 
報告 

第３回運営委員会 11/10 防災訓練 11/13 

若葉の杜の音楽会 11/26  

開放委員会 予定 新春お茶会 中止  

 

② 委員会 
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学級代表委員会 報告 

ＰＴＡ役員・学級代表委員話合い(卒対について) 11/11 

正・副打合せ(学級代表委員会準備) 11/18 

ＰＴＡ役員・正・副話合い(委員決め/わかばカード) 12/6 

文化厚生委員会 

報告 
家庭教育セミナー 講師：京美カワード氏 11/25 

家庭教育セミナー 社会教育課宛て実施報告書送付 12/5まで 

予定 

家庭教育セミナー アンケート結果を学校ホームページ掲載 12月上旬 

第２回ベルマーク回収について 学校安全・安心メールで保護者お伝え 12月上旬 

第２回ベルマーク回収 1/24，25 

第２回文化厚生委員会＋第２回ベルマーク集計作業 1/26 

第２回ベルマーク発送 2/10  

校外生活委員会 

報告 
自転車教室 10/5 Ｐ印押印 11/18 

「子供の家」更新確認が取れなかった世帯への訪問確認 11/18 

予定 

立ち番募集アンケート実施 12/1～ 

２学期分の立ち番報告書の回収，内容のとりまとめ 12～1月 

立ち番一覧表の作成 12～2月 立ち番一覧表の送信 2～3月 

校外だより 配信 2～3月 

選出委員会 報告 
互選会開催，来年度のＰＴＡ役員の内定 11/7 

「選出だより vol.３」発行 11/9  

わかば委員会 報告 

わかばステージ仕事説明 11/2 第２回漢字検定 監督 11/4 

「わかばステージを楽しく観るために」配布 11/7 

わかばステージ前日準備・メール配信 11/18 

保護者鑑賞日お手伝い 11/19 

 

③ 子ども会 

子ども会 

報告 若葉縁日 10/22 東部児童館まつり 11/13 

予定 

定例会 12/10 ドッヂビー練習会（計３回）1月 中止 

合同選出会 2月 ドッヂビー大会 2月   中止 

新１年生自画像展 3月  

 

④ 同好会 

バレーボール 報告 月２回程度 ＯＢ含めて練習 木曜日  

若葉マークス 
報告 市ＰＴＡ連盟親睦大会 11/13  

予定 仙川カップ 12/11 総会 2月 

おやじの会 
報告 おやじファーム収穫祭 12/3   

予定 テニスボールの穴あけ 3学期  

 

⑤ 各学年学級 

  報告 
茶話会開催 6～11月 読み聞かせ継続中 7月～ 

あいさつ運動 11月  
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予定 第２回学級代表委員会 12/16 わかばカード回収 2月 

卒業関連 

報告 

卒業アルバムの代金について担当業者に最終確認 9/26 

卒対費用について打合せ，クラス費残額確認 9/29 

バルーンリリースを業者に発注 9/30  

卒業アルバム購入申込みに関するメールを配信 10/5 

卒業アルバム購入申込み人数を集計 10/17 

卒業アルバム担当の先生及び業者に購入希望者数を報告 10/24 

メッセージカードについて打合せ 10/26 

卒業アルバム購入申込みに関してリマインドメールを配信 10/31 

卒業アルバム代金の振込に関するメールを配信 11/24 

予定 

今後の卒対の活動について打合せ 12/16 

卒業を祝う会について打合せ 12～2月 メッセージカード準備 12～2月 

卒業時の諸事項確認 1～3月  

 

５.その他連絡事項  

 

PTA会長の任期について  

 先日の互選会において，現 PTA 会長が来年度も引き続き会長を務めることが決定いたしました。既に今年度

で会長職２年目であり、同職の任期について解釈がしにくいとの疑問の声が上がったため，役員内で話し合い

を行いました。PTA 規約第九章 第１９条については，“任期は１年である，再任に関して１年は妨げない”とあり

ますが，再任はなしという意味ではなく，互選会にて他に立候補者がおらず，承認も得られたため、規約に則り，

続投するという見解となりました。 

この結論について，運営委員会において過半数の承認が得られたため，来期も続投といたします。 

※PTA規約：第九章 第１９条「役員の任期は１年とする。但し，１年のみ再任を妨げない。役員の兼任は認めない」 

 

卒対について 

 来年度より「卒対係」を新設することになりました。承認を得られた内容は以下の通りです。 

① 卒対を「係」として新設する。 

② ６年生各クラス２名以上，委員決めの際に選出する。 

③ わかばポイントは４ポイントとする。 

④ 活動費各クラス１万円を支給する。 

 活動費の報告等，詳細については引き続き役員内で話合いを進めていきます。 

 

PTA役員の名称について 

 PTA役員の呼称が２通りあり，「執行部」と「役員」と混在している状態ですが、今年度より「役員」で統一しています。 

よろしくお願いします。 

 

各委員会の業務内容および体制の見直し 

 各委員会からのヒアリングを進め，来年度の委員募集に反映できることを模索中です。 
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資料室の備品について 

 備品の残数が少なくなった場合には，そのままにせず会計までご連絡ください。 

 

資料室予約システムについて 

 現在，資料室の予約は来校し用紙記入にて行っておりますが，オンラインで予約ができるよう話し合いを進めて

います。移行期間を設け，来年１月には紙での運用から，オンラインでの運用に切り替える予定です。 

 

ご夫婦での PTA活動について 

 PTA 活動はご夫婦どちらかではなく，お二人での参加も可能です。その場合は，わかばカードに両方のお名前

を記入してください。お父さんの参加が増え，より良い PTA活動になることを期待しています。 

 

 

これからも，みなさんとコミュニケーションを大切にしながら運営していきたいと思います。 

気になること・ご意見などございましたら，PTA代表メールまでご連絡ください。 

wakabapta@gmail.com 

 

以上で今回の運営委員会の報告となります。 

次回の運営委員会は 3月 2日（木）です。 
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