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活動期間：1年   選出：推薦委員により、12月～1月頃までに選出されます。 

 

 

 

活動期間：1年   選出：執行部により、選出されます。 

 人数 活動内容 

1 会長 1名 
・全体の中心となり小学校 PTA を統括  

・総会や委員会の挨拶 ・Ｐ連理事会やブロック会、各校周年行事の出席 

2 校内副会長 2名 
・各委員会や学校との調整 ・お手伝い係の方への連絡 ・地区協との連携 

・セミナー等企画運営 ・役員会や運営委員会の資料作成及び司会進行 

3 校外副会長 2名 
・開放及び健全委員会との連携 ・校外だより作成  

・各地区班とりまとめ ・地域行事における地域と学校の橋渡し 

4 書記 2名 
・PTA だより作成 ・PTA 主催イベントのお知らせ、アンケート集計 

・各委員引き継ぎ資料の管理 ・総会や運営委員会などの資料作成 

5 会計 2名 
・PTA 会費の収支管理 ・決算作成、決算報告 

・PTA 室備品等の購入 ・転出入のチェック 

 人数 活動内容 

1 会計監査 2名 
・年１回 決算報告書の記載内容が適正に表示されているかの確認 

・学校給食費の監査 

 

八雲台小学校 PTA では、会員の皆さまに『一人一役』の意識をお持ちいただき、例年

多くの方々のご協力のもと、さまざまな活動を行っております。今年度も PTA 行事を

はじめ、多くの活動が円滑に行われ充実したものにできるよう、ご協力のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

この冊子には、執行部・各委員会・お手伝い係の日程と活動内容が記載されています。 

「特別委員・お手伝い係 希望調査票」のご記入の際に、ご参照ください。 

※ 行事の日程や活動内容は変更になる場合があります。 

年度内保管 

会 長 

校内副会長 

校外副会長 

書 記 

会 計 



 

校外委員会 

 

 

 

活動期間：1年   選出：班長は、各地区班から選出されます。校外委員は、4月の保護者会にて選出されます。 
 人数 活動内容 

1 委員長 
2 名 

（校外副会長が兼任） 

・開放及び健全委員会との連携  

・校外だより作成  

・各地区班とりまとめ 

・地域行事における地域と学校の橋渡し 

2 班長 各地区班 1名 
・地区名簿の作成及び管理・各種当番表の作成 

・地区懇談会、地域運動会の手伝い 

3 八雲台小学校開放運営委員会担当 

   （略称 開放委員） 

各クラス 1名 

（校外委員） 

・定例会出席、各行事への参加や手伝い 

◆学校開放運営委員会とは…？ 

休日や夜間に学校の体育館や校庭を使う少年

野球やサッカーなどの団体を管理する組織で

す。校庭で開催する夏の盆踊り、秋の地域運動

会、春のさくらまつりの管理および運営をして

います。 

手伝い：開放プール、校庭清掃、 

    ドッチビー大会 

4 調布市健全育成推進八雲台地区委員会担当

（略称 健全育成委員） 

・定例会出席、各行事への参加や手伝い 

◆健全育成委員会とは…？ 

青少年の健全な育成のため、地域の方々が活動

を行っている団体で、夏休みのソフトボール大

会、秋の紙ヒコーキ大会を主催しています。 

手伝い：児童館まつり、地域運動会 

 

 

 

活動期間：1年   選出：4月の保護者会にて選出されます。 

学級委員 人数 活動内容 

1 学級長 
各クラス 1名 

わかあゆ２名 

・学級長会（クラス、学年の問題提議）年４回 

・運営委員会 年３回（学級長会と同日）に出席 

・PTA 特別委員、お手伝い係の選出や連絡  

・運動会パトロール 

〈担当制〉 

正副委員長（運営委員会にて活動報告）、資料作成、花壇整備、推

薦お手伝い、引継、ML 管理 

〈その他〉 

学校主催講演会、PTA 主催行事等に無理のない範囲で参加をお願

いします。 

2 ベルマーク委員 各クラス 1名 

・ベルマークの回収、集計、処理 年３回  

・運動会パトロール 

〈担当制〉 

正副委員長（運営委員会にて活動報告 年３回） 

〈その他〉 

学校主催講演会、PTA 主催行事等に無理のない範囲で参加をお願

いします。 

 

 

学級委員 



 

特別委員会  

 

活動期間：各委員会により異なります。 

選出：A～D：各クラスの学級長により、選出されます。E：５学年 1月頃の保護者会にて選出されます。 

特別委員 担当人数 活動期間 活動内容 

A 夏の行事委員 各学年 1 名 
 5～８月頃 

※今年度は中止 

・H31年度開催日 8/９  

・内容、日時を検討 （H31年度はまが玉作り教室） 

・材料等手配、お手伝い係への連絡 

・特別委員会（５月下旬）、委員会（３回程度）に   

 出席 

〈担当制〉 

正副委員長（運営委員会にて活動報告 年 2回）、会計 

B 盆踊り大会委員 各学年 2 名  5～8月頃 

・今年度開催日 7/23.7/24（予備日 7/２5） 

※天候不良による日程変更の可能性あり 

・出店内容の検討、シミュレーション、商品等手配、 

 お手伝い係への連絡 

・H31年度「ゲーム・ジュースの屋台出店」 

（雨天により中止） 

・特別委員会（5月下旬）、委員会（4回程度）に 

 出席 

〈担当制〉 

正副委員長（運営委員会にて活動報告 年 2回）、会計 

開放委員会出席（夜） 

C 読みきかせ委員 

各クラス 1 名 

★わかあゆ学級は独

自のシステムがある

ため除く 

  １年 

・朝の読みきかせの読み手募集、シフト作成、読み手と  

 の連絡    

・お知らせの印刷、配布 

・運営は各学年、クラスで行う 

・特別委員会（5月下旬）、委員会（3回：学期に   

 １回）に出席 

〈担当制〉 

正副委員長（運営委員会にて活動報告 年 2回） 

D 推薦委員 
各学年 1 名 

+学級長会より 4名 
 ９～２月頃 

・新役員の選出 

・立候補用紙を配布、回収   

・特別委員会（5月下旬）、委員会（３回程度）に 

 出席 

〈担当制〉 

正副委員長（運営委員会にて活動報告 年 3回） 

E 卒業対策委員 
6学年 

各クラス 2名程度 
  １年 

・「卒業を祝う会」の開催の有無を決定 

・開催の場合は、企画、運営 

・卒業アルバムの手配、集金等 

〈担当制〉 

正副委員長（運営委員会にて活動報告 年２回程度）、 

会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583373724/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Nob2NvdHRvLmJveS5qcC8yMDE4LzA2L3Bvc3QtMTE2Lw--/RS=%5eADBntTaP9hA7bycpEVF3J1tMxmBt_o-;_ylt=A2RiouccDF9eKBwAtQmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583373891/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QxNjcuaHRtbA--/RS=%5eADBCcYMi6j9cBHicpsg2_hezHYja6A-;_ylt=A2RivbrDDF9eWx4AxRWU3uV7


 

お手伝い係  

 

活動期間：各係により異なります。  選出：各クラスの学級長により、選出されます。 

 担当人数 予定日 活動内容 

① 夏の行事 当日係 各学年 1名  今年度の選出はありません  

② 盆踊り大会 出店お手伝い係 各学年 1名 
7/23.7/24 

予備日 7/25 

実行委員の指示に従い、出店お手伝い 

いずれか１日 

★天候不良による日程変更の可能性あり 

③ 盆踊り大会 会場準備係 
1～3学年 

各学年２名 
7/23 

盆踊り大会初日の準備お手伝い 

午前 9時頃～12時頃まで 

男性のお手伝い歓迎 

★天候不良による日程変更の可能性あり 

④ 盆踊り大会 片付け係 
4～6学年 

各学年２名 

7/25 

延期の場合 7/26 

盆踊り大会終了翌日の片付けお手伝い 

午前 9時頃～12時頃まで 

男性のお手伝い歓迎 

★天候不良やによる日程変更の可能性あり 

⑤ ラジオ体操 当番係 各学年２名 
8/19～26 

土日を除く 

ラジオ体操の準備、実施、片付け 

いずれか１日 午前７時頃～30分程度 

⑥ 開放プール 受付係 各学年１名 8/2～6 

開放委員会主催「八雲台小開放プール」にて、

受付等 午前のみ 

女性のお手伝い歓迎（女子更衣室で不測の事態が起きた

場合のため） 

⑦ あいさつ運動（春）係 各クラス１名  今年度の選出はありません 

⑧ あいさつ運動（秋）係 各クラス１名  今年度の選出はありません  

⑨ サポートスタッフ 
2～５学年 

各学年 2名 

サポートスタッフとは… 

調布市などが主催する活動に、八雲台小 PTA として参加する 

スタッフのことです。学年ごとに担当が異なります。 

教育シンポジウム 係 ２学年 
3/6 

H31年度開催日 
調布市教育委員会主催のシンポジウムに出席 

野川クリーン作戦 係 ３学年  今年度の選出はありません 

連合音楽会 受付 係 ４学年 12/2 

調布市立小学校連合音楽会（５年生出演）の

会場受付お手伝い 本校が出場する部の半日

（午前または午後）の 3時間程度 

★未就学児を連れてのお手伝いはご遠慮ください。 

社会を明るくする運動 係 ５学年  今年度の選出はありません 

 ※６学年のサポートスタッフはありません。（７中１００人パトロールは H31年度で廃止になりました。） 

                                                       

                 よみきかせ同好会  

                 交流会の実施各学年の朝のよみきかせの補助や読み手の派遣 

                卒業生保護者は『よみきかせ同好会ぶっくぱぁく・ぶっくん』で活動をしています。 

同好会 

Bぶっくぱぁく

卒業生・在校生保護者有志

  （随時募集）                

交流会の実施各学年

の朝のよみきかせの

補助や読み手の派遣 

                        


