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ＰＴＡだより 

 
 

 

１.会長あいさつ                                    ＰＴＡ会長 

 

気が付けば年度末になりました。今年度の運営委員会は最後となります。ご参加いただいた皆様，ありがとうございまし

た。６年生の保護者の方は若葉小では最後の保護者生活になるかと思います。寂しくもあったり，我が子の成長が素直に

嬉しくもあったり，時間の経過を色々な角度で想いを噛み締めている事かと思います。ＰＴＡ活動における保護者の皆様の

ご協力には，いつも感謝しております。コロナウイルスによる活動制限も少しずつ変化が見えてきましたね。校外でも様々な

活動が【３年ぶりの再開！】というフレーズが目立つようになってきました。私も，学校生活が少しずつ例年通りに戻っていく

事を願いながら，保護者として過ごせる後わずかな時間を楽しんで参りたいと思っております。今回の審議内容のメインは，

来年度のＰＴＡ各委員さんの人数変更の試行的な変更となりましたが，今後もＰＴＡ活動がより有意義に，楽しく進行でき

るように試行錯誤をして参りますので、引き続きよろしくお願い致します。 

 

 

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

 

 今年度の授業日も１６日となりました。１年間でお子様お一人お一人は確実に成長しております。春休みにたくさんほめて，

新年度の新たな目標を前向きに考える機会を与えてください。昨日の６年生保護者会について何を話そうかと考えると，1

年前の３/６に延期した日光移動教室へ行っていたことを思い出しました。あのころに比べると一般生活も教育活動も行い

やすくなってきていることを感じ，うれしくなります。 

さて，PTA の方々には今年度も大変お世話になりました。感謝申し上げます。コロナが感染症の２類から５類へ移行する

次年度の教育活動は転機となります。伝統と新しいものを上手に取り入れ若葉小が今より「元気」「あいさつができる」

「何事にもやる気」「前向きで協力的」「人を思いやる」学校になるようご協力願います。 

最後になりますが，今年度の卒業式は可能な限り本来の儀式的行事の意義を実現できるようにすることとなりましたの

で，児童と教職員は歌や言葉などの呼気を伴う活動以外ではマスクを外します。保護者の方々へはマスクの着用をお願い

していきます。３年ぶりにすべての児童が登壇し卒業証書を受け取ります。少数ですが教育委員会や来賓の方々にも参列

していただき祝っていただきます。多くの方々に祝される中での卒業式が挙行できますこと大変うれしく思います。 

PTA 役員，運営委員の方々が中心になり，子どもたちのために行われました PTA 活動感謝申し上げます。 

 

 

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

 

今年度最終月となり，学校では様々な教育活動を通して，次の学年へと引き継ぎが行われています。委員会，クラブ，た

てわり班活動では６年生から５年生に活躍の場が引き継がれ，張り切って取り組む５年生の姿が見られます。明日（3/3）

は，６年生を送る会です。各学年が６年生に感謝の気持ちを伝えます。６年生には小学校生活の最後を，また全ての学年の

子どもたちには現学年の最後を，楽しく充実したものとし，有終の美を飾ってほしいと思っています。 

PTAだより 
令和 5 年 3 月 10 日 

若葉小学校ＰＴＡ 

第 4 回運営委員会 3 月 2 日 9 時 30 分〜 家庭科室にて 
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３学期も感染症対策を施しながらではありましたが，学校公開やゲストティーチャーを招いての授業，校外学習など，予

定していた教育活動を実施することができました。残りの日々，この一年間の頑張りや成長を振り返ることで，充実感や満

足感を味わい，また進学・進級に向け，次への課題や目標をもってスタートが切れるよう応援していきたいと思います。 

 PTA，保護者の皆様には，いつも学校の教育活動を温かく見守り，ご理解・ご協力いただいていますこと感謝しております。

若葉小学校 HP の「PTA より」に掲載されているお便りを見てもこの一年間，PTA の皆様にたくさんの活躍をいただいて

いることがよく分かります。 

子どもたちが，放課後，屋外でのびのび遊べるようにとの思いから，ボランティアを募ることでユーフォーの外遊びを拡大し

ていただくなど，子どもたちのために労を惜しまず活動いただいております。改めて御礼申し上げます。 

 引き続きのご支援，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

４.活動報告  

 

  

    

 

 

 

 

①PTA役員

第３回運営委員会 12/9 ＰＴＡだより発行 12/16

わかばカード返却 ２月 第４回役員会　2/22

第４回運営委員会　3/2

卒業・新入学準備　2～3月 ＰＴＡだより発行　3/10予定

後期会計監査　３/14

ＰＴＡ総会　4/28

連合音楽会(５年)　12/1 道徳授業地区公開講座　12/15

学校公開　1/23～27 新入学保護者説明会　2/7

保護者会　2/28～3/7 若葉小学校卒業式　3/24

若葉小学校入学式　4/6

報告 定例会　1/27 迎賓館見学　2/27

予定 定例会　3/9 新入学児童自画像展　4/1～8

教育懇談会　1/12 第３回役員会　1/26

第３回理事会　2/24

予定 新旧役員会　4/12 新旧理事会　5/10

学校関係

報告

予定

来年度予算案作成・決済報告書作成　３月

健全育成推進地区委員会

PTA運営

報告

予定

報告
ＰＴＡ連合会

②委員会

正・副打合せ（わかばカード回収の準備）　2/1

わかばカード回収の状況確認　２/９～10

PTA役員・正・副話し合い（委員決め）　2/15

正・副打合せ（学級代表委員会準備）　2/22

【学級代表委員長】

今年度は対面での茶話会で保護者同士の交流,読み聞かせでは先生方や児童と接する機会を作れたことがとても

良かったです。自分の子のクラス以外でも読み聞かせしてくださった保護者様のおかげで，児童がより多くの本に触

れる機会も作れました。またわかばカードが新しくなりましたが，移行の確認もスムーズに進み安心しました。ご協力

いただいた皆様に感謝致します。

PTA役員・正・副話し合い（委員会ヒアリング）　1/17

正・副打合せ（学級代表委員会準備）　12/13

報告学級代表委員
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先生方にテニスボール個数アンケート　2/22

予定

【文化厚生委員長】

今年度は『１つでも委員会の活動を例年通りに戻していけるように』がテーマの1年でした。結果，「給食試食会・家

庭教育セミナー・ベルマーク活動」の大きな３つの仕事を無事に行うことができました。「保護者を集める企画をする

」が目的の委員会なので，コロナ禍での企画・決断も難しかったですが，沢山の保護者の皆様にご参加頂けて嬉し

く感謝しております。

次年度，立ち番表の作成　２月～

新１年生に配布する「子どもの家」のお知らせ準備　２月下旬

予定 第３回校外だより作成，配信　３月

【校外生活委員長】

今年度，大幅なペーパーレス化を実施しました。次年度からは立ち番報告もGoogleフォームで行います。今年度，３

年ぶりに自転車教室を実施しましたが当日は雨のため，縮小実施となり，残念でした。次年度も，立ち番や自転車教

室のお手伝いなど，校外生活委員会の活動にご協力をお願い致します。

報告 選出便りvol.3発行　１１月

【選出委員長】

個人的に初めての委員会活動，委員長経験となった一年でした。昨年度に引き続き，活動内容の簡素化に努めてま

いりましたが，振り返ってみると，まだ見直しできる部分もあったなと思っております。皆さまご協力のおかげで無事に

活動を終えられたこと，この場をお借りして感謝申しあげます。

わかばステージの振り返り（学校へメール送信）　12/14

来年度に向けて話合い（３役のみ）　12/14

【わかば委員長】

今年度は2回の漢字検定監督，わかばステージのお手伝いをさせて頂きました。子供達の頑張っている姿を身近で

見れたり，わかばステージのお手伝いができたり，とても充実した一年間でした。ありがとうございました。

③子ども会

定例会 合同選出会

学校評議員会 新入生説明会

東部児童館運営委員会

【子ども会代表】

子ども会の存在，活動内容をほぼ知らずに代表を務めることになりました。小さい子供を連れての活動で，皆様には

大変ご迷惑をお掛けしましたが，コロナ禍で中止されていた行事が形を変えて徐々に開催され参加することで、子ど

も会のことが少しづつわかるようになり楽しく活動させていただきました。一年間ありがとうございました。

第２回ベルマーク回収〈各クラスにて〉　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〈家庭科室にて〉1/26

ベルマーク預金残高での備品購入発注　2/22

購入品：ミニハードル　￥11,900×4セット

　　　　　　　計測タイマー ￥3,300×4セット

　　　　　　　ピットナル　　　￥2,800×4セット　合計￥７８，４８０

ベルマーク回収結果をメール＆学校ホームページにて報告　３月上旬

わかば委員会 報告

文化厚生委員会

校外生活委員会
報告

選出委員会

報告

子ども会 報告

④同好会

報告 月２回程度，OG含めて練習

【バレーボール同好会代表】

コロナ禍の影響がまだ残る中，活動も少しずつではありますが再開できた年でした。来年度は新規部員の募集にも

力を入れてより同好会としての活動ができるように力を入れていきたいと思っています。

報告 仙川カップ12/11 総会　2/5

【わかばマークス代表】

2022年度戦績５勝５敗１引分　調布市３部夏季大会ベスト４

バレーボール

若葉マークス
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報告 おやじファームの水やり，草刈，収穫

【おやじの会代表】

大きなイベントは，コロナの影響により実現できず…おやじファーム，テニスボール穴あけが メインでした。来年度は，

新メンバーがたくさん集まり， 保護者のみなさんのお力添えも得て，地域清掃，野川冒険＆つり大会（インストラクタ

ー募集中)等，若葉小に関わるすべての人々と楽しめるイベントを開催したいです。

おやじの会

⑤各学級

第２回学級代表委員会　12/16

わかばカードの移行及び書き方確認作業　２/１３～17

わかばカード返却　2/17 読み聞かせ継続中　７月～

予定 第３回学級代表委員会　3/9

【学級代表１学年】

コロナ禍での活動が続いているということでしたが，保護者の皆さんの協力のもと，交流の場である茶話会や読み

聞かせがスムーズに実施でき，有意義な機会となりました。働いている保護者も多い中，運営委員会と学級代表委

員会の統合開催や平日の夕方や土日の開催などの工夫がなされると，より活動しやすくなると感じました。

【学級代表２学年】

茶話会が開催出来た事は，学級代表としてはもちろん，母としても，周りの方達と，子育ての不安など話し合え，その

時間が大事な事なんだと改めて気づきました。今後も学校と家庭の繋がりが近くなり，皆で子供の成長を見守り，イ

ベントもコロナ前に負けない位盛り上がり，子供達の笑顔が，より増える事を願っております。

【学級代表３学年】

今年度は，コロナ禍による活動が緩和され読み聞かせや茶話会，挨拶運動などが実施されクラスの交流が深めら

れたと思います。学年で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。1年

間ありがとうございました。

【学級代表４学年】

コロナ渦でしたが読み聞かせや，茶話会を開催することが出来て良かったです。学代での連絡もLINEやメールで

取り合うことが出来，集まりに参加できない場合などとても助かりました。毎年より良いやり方を見つけて活動して行

けたらいいなと思います。1年間ありがとうございました。

【学級代表５学年】

各クラスの学代の皆さんが声を掛け合い，学年全体で協力して活動することが出来ました。皆さまありがとうござい

ました。茶話会，読み聞かせの活動は，クラスへ発信するツールが紙がメインとなり，案内が行き届かず苦労する場

面もありましたが，保護者同士のコミニュケーション，子どもとの関わりが持てた一年となりました。

メッセージカードおよび卒業を祝う会実施に伴う経費確認　12/16

卒業式当日の作業確認の打合せ（１回目）　12/16

卒業アルバム代金の振込に関するリマインドメールを配信　12/26

児童向け・先生向けの花束発注（卒業式用）　1/10

メッセージカードファイルの表紙作成　1/21

卒業アルバム代金振込について完了確認　1/26

メッセージカードおよび集金のフロー確認　2/1

メッセージカードと集金についてのお知らせメール配信　2/13

卒業アルバム配送先アンケートメール配信　2/15

メッセージカードおよび集金確認作業　2/28

卒業アルバム配送先アンケートリマインドメール配信予定　３月

卒業式および卒業を祝う会における作業内容最終確認　３月

卒業を祝う会　業者・学校側との作業確認予定（複数回）　３月

児童向け・先生向け花束の搬入（卒業式用）　3/23

【学級代表６学年】

読み聞かせでは、たくさんの保護者の方に参加していただき，子供たちと楽しいひとときを過ごすことができました。

また，コロナ禍で以前のような謝恩会の実施が厳しい中，バルーンリリースを実施する運びとなりました。当日，晴れ

ることを祈っています。

メッセージカードの作成および集金依頼の手紙と集金封筒を配布　2/13

卒業式および卒業式を祝う会における作業確認打合せ（２回目）　2/28

卒業を祝う会業者および学校側との作業確認（計１０回以上）　１月下旬～２月上旬

報告
全学級共通

報告

予定

卒業式関連　６年
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５.審議事項について  

 

 ３月２日の運営委員会におきまして，「令和 5 年度，各委員会・お手伝いの募集人数の変更」案が審議され，賛

成多数により承認されました。内容については，別途お手紙「令和５年度委員・お手伝い選出について」にてご報

告しておりますのでそちらでご確認ください。なお今回は試行的な実施とし，細則の変更は伴いません。令和５年

度の活動を通して令和６年度の募集については別途検討していくことといたします。 

 

６.ＰＴＡ役員より連絡事項  

 

ＰＴＡ総会の開催方法について 

令和５年度の PTA 総会及び委員総会は，対面による開催を予定しています。 

感染症の影響により，令和２，３，４年度は書面開催となっておりました。この現状により，今後の開催方法について

書面開催をスタンダードにしてはどうか，と役員会で意見が出ました。この件については PTA 総会で審議して決める

べきとの判断から，次回の PTA 総会で「PTA 総会の開催方法」について審議する予定です。 

開催日時は令和５年４月２８日(金)１５時より 体育館にて。 

 

資料室の予約システムについて 

今まで予約表に手書きで記入し資料室の予約をとっていましたが，１月よりオンラインで予約できるようになりまし

た。 

 

 

 

新年度のクラス委員・お手伝い選出について 

 

今年度は試行的に各委員会・お手伝いの募集人数を変更いたします。変更内容は下記「募集人

数変更一覧」にてご確認ください。また，４月の保護者会後に学級代表委員と卒対係(新６年の

み)を対面にて選出, その他の委員・お手伝いを書面で選出いたします。 

 

➢ 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。 

（広報委員は新年度も活動休止予定） 

➢ 今年度より卒対係を６年生・各クラス２名づつ募集いたします。 

➢ 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・スポーツフェスティバルを募集予定で

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５年度各委員・お手伝い選出のお知らせ」をご覧ください。 
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「募集人数変更一覧」  

 

 

 

 

 

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 役員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。 

 

 

 

 

今年度の活動も残りわずかとなりました。 

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みなさま，先生方に心から感謝いたします。 

１年間ありがとうございました。 

                                                                     令和４年度 PTA 役員一同 

 

 

   ※募集人数は,令和 4 年度のクラス数（27 クラス）で算出。 
※表記にない役員,お手伝い,子ども会は変更なし。 

 募集人数 

変更前 変更後 

委員会 学級代表委員会 54 名（各クラスから 2 名） （変更なし） 

校外生活委員会 27 名（各クラスから 1 名） 16 名（全学年から） 

わかば委員会 27 名（各クラスから 1 名） 27 名（全学年から） 

文化厚生委員会 27 名（各クラスから 1 名） 18 名（全学年から） 

選出委員会 

※対象は 1～5 年生 

27 名（各クラスから 1 名） 10 名（各学年から 2 名） 

 

お手伝い 
地域運動会 

（スポーツフェスティバル） 

81 名（各クラスから 3 名） 54 名（各クラスから 2 名） 

係 卒対係 ※対象は 6 年生 （学級代表委員が兼任） 8 名（各クラスから 2 名） 

mailto:wakabapta@gmail.com

