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令和 2 年度 八雲台小学校 PTA 定期総会議案書 

 

1. 日  時  5月 1日（金） 午後 2時 45分受付 3時 00分開会 

     ※臨時休校期間により、学校ホームページにて掲載いたします 

 

2. 会  場  八雲台小学校 体育館 

 

3. 総会次第 

1） 開会のことば 

2） 会長あいさつ 

3） 学校長あいさつ 

4） 議長選出 

5） 議  事 

    ・2019年度 事業報告 

      運営委員会、各委員会、PTA 連合会 

    ・2019年度  決算報告 

    ・2019年度  会計監査報告 

    ・令和 2年度 新役員承認について 

    ・新役員あいさつ 

    ・令和 2年度 活動方針について 

    ・令和 2年度 行事計画について 

    ・令和 2年度 予算（案）について 

6） その他 

7） 閉会のことば 

 

 

※当日はこの「議案書」と、上履き・ネームタグをご持参ください。 

※令和 2 年度の委員になられた方は、全員出席してください。 

※別紙出欠票を 4月 22日（水）までに、全員ご提出ください。 

 やむをえず欠席される方は、必ず委任状に記入・捺印しご提出ください。 
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2019 年度 事業報告 

月/日 活動内容 場所 

4/8 

4/9 

4/27 

4/27 

 八雲台小学校入学式 

 調布市立第七中学校入学式 

 調布市防災教育後援会 

 八雲台小学校地域防災訓練 

八雲台小学校 

第七中学校 

八雲台小学校 

八雲台小学校 

5/10 

〃 

〃 

5/18 

5/20 

5/30 

〃 

〇定期総会 

〇広報・ベルマーク合同委員会 

〇第 1回学級長会 

 調布市立第七中学校体育祭 

〇役員会 

〇合同行事委員会 

 調布ヶ丘児童館運営会議 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 第七中学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 調布ヶ丘児童館 

6/1 

6/7 

6/15 

〃 

〃 

〃 

〃 

 運動会（来賓接待・パトロール） 

〇役員会 

 道徳地区公開講座 

〇第 2回学級長会 

〇第 1回運営委員会 

 八雲台小学校評議委員会 

 学校関係者評価委員会 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

7/12 

7/26、27 

 セーフティ教室 

 第 35回地域住民盆踊り大会 

（台風により中止） 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

8/2～8/9 

8/9 

8/18 

8/20～8/27 

8/29 

 開放プール 

〇夏の行事（まが玉作り教室） 

 健全ソフトボール大会 

〇ラジオ体操 

 学校保健委員会 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 調布基地跡地運動広場 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

9/8 

9/20 

〇第 2回校外委員会 

〇役員会 

 ユーフォ―ルーム 

 八雲台小学校 

10/9 

10/16 

 

10/18 

10/20 

調布市特別支援学校交流校保護者懇談会 

〇ユーフォ―・PTA合同企画 

「演劇ワークショップ」せんがわ劇場 

 七中 100人パトロール（雨天により中止） 

 八雲台小地域住民大運動会 

調布特別支援学校 

八雲台小学校 

 

第七中学校 

八雲台小学校 
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月/日 活動内容 場所 

10/27  紙ヒコーキ大会 八雲台小学校 

11/8 

11/10 

11/15 

〃 

11/16 

〃 

11/20 

〇役員会 

調布ヶ丘児童館まつり 

学校関係者評価委員会 

八雲台小学校評議委員会 

〇第 3回学級長会 

〇第 2回運営委員会 

〇PTA主催セミナー 

「卓球＆バドミントン教室」 

八雲台小学校 

調布ヶ丘児童館 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

12/5 

12/6 

12/7 

調布ヶ丘児童館運営会議 

連合音楽会 

校庭掃除 

 調布ヶ丘児童館 

 グリーンホール 

八雲台小学校 

1/31 〇役員会  八雲台小学校 

2/8 

〃 

2/14 

2/21 

2/27 

〇第 4回学級長会 

〇第 3回運営委員会 

 学校関係者評価委員会 

 八雲台小学校評議委員会 

 調布ヶ丘児童館運営会議 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 調布ヶ丘児童館 

3/5 

3/8 

3/19 

3/25 

3/29 

〇卒業を祝う会      （コロナウイルスの 

〇第 4回校外委員会     影響により中止） 

調布市立第七中学校卒業式  

八雲台小学校卒業式    （来賓出席なし） 

さくらまつり（コロナウイルスの影響により中止） 

 八雲台小学校 

 ユーフォ―ルーム 

第七中学校 

 八雲台小学校 

 八雲台小学校 

 

※〇は PTA 主催の会議・行事です。他は来賓またはお手伝いで参加した行事等です。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 

盆踊り大会委員会 

盆踊り大会委員長 

 

 5/30 第 1 回合同行事委員会 

    委員顔合わせ 

    委員長・副委員長からの引き継ぎ 

    第 1 回盆踊り大会委員会 

    出店内容・係分担決定 

    今後の活動日程決め 

 6/11 第 2 回盆踊り大会委員会 

    出店内容打ち合わせ 

 6/15  第 1 回運営委員会 

 6/27  第 37 回地域住民盆踊り大会実行委員

会へ出席 

    大会概要・準備役割分担・ゴミ出し等 

    について 

 7 月初旬 当日お手伝いの方へ概要配布 

 7/ 6  第 3 回盆踊り大会委員会 

    出店シミュレーション実施 

    備品・担当・片付け等分担の確認 

 7/26、27、28 盆踊り大会当日 

  （全日程で台風の為中止となりました） 

 9/ 7  第 4 回盆踊り大会委員会 

    景品（次年度に持ち越し）・他備品片

付け・経費精算・挨拶 

≪支出≫ 

景品代 22,332 

ジュース代 全て返品済み 

（※執行部会計へ報告書提出済み） 

合計 22,332 

 

≪収入≫ 

中止のため利益なし 

 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・委員経験が少ない方が多い中、期間が短

かった分、学年の壁はすぐなくなり、一丸

となって取り組めたと思います。 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・本年度は全日程が台風の影響により中止

となってしまいました。 

 

・景品は電池の寿命が心配な玩具もありま

すが、来年度へ持ち越しとなっています。 

飲料は返品しました。開封した箱もありま

したが、担当してくださった方が購入先に

掛け合って無事返品できました。 

もしもの時のために事前確認が出来れば良

かったと思いました。 

 

・委員活動には、お父様の参加が多数あっ

たので、重い飲み物の担当をお願いしまし

たが、連絡が滞ることが多かったようなの

で、返事が出来る時間等を確認できれば良

かったと思いました。 

 

・シミュレーションを手伝ってくださった

委員の家族のみなさんも、ゲームも、景品

も楽しみにしてくれていたので、来年度は

開催されることを願っています。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 

夏の行事実行委員会 

夏の行事実行委員長 

5/30 合同行事委員会 

第 1 回実行委員会 

    ・夏の行事内容、開催日決定 

    ・各役職の選出 

 6/12 内容や場所、材料等の打ち合わせ 

 6/15 第 2 回実行委員会 

    ・印刷物準備・配布（申込書、当日お

手伝い案内） 

    ・参加呼びかけ用掲示物の掲示 

    ・材料準備 

 6/26 石材等発注 

 7/ 6 第 3 回実行委員会 

    ・印刷物準備・配布（参加者案内） 

    ・材料準備 

 8/ 9 まが玉作り教室開催 

 9/ 6 会計報告書提出 

≪収入≫ 

PTA 行事費 25,000 

PTA 行事費（追加） 2,164 

合計 27,164 

≪支出≫ 

石・紐代（送料込） 14,186 

やすり・ビーズ・袋 2,484 

講師への手土産等 1,620 

石・紐代（送料込）

追加分 

5,076 

やすり・ビーズ・袋 

追加分 

2,892 

講師へのお茶 356 

写真現像代 550 

合計 27,164 
 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・子どもが新 1 年生として小学校に入学し

て私自身も不安が多い中、PTA の夏の行事

実行委員長という大役をいただき、親子と

もに成長できた 1 年だったと感じておりま

す。 

皆さまにご迷惑をおかけすることも多々あ

りましたが、委員会のメンバーにもサポー

トいただき、準備から出欠確認、当日のま

が玉づくりまで無事に終えることができま

した。 

当日、子どもたちのまが玉づくりに熱中す

る姿を見たり、喜んでまが玉を持ち帰る姿

を見てとても嬉しく思いました。 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・材料や加工内容など例年と同じ手配先で

ありながら、費用や加工内容に異なる点が

生じました。 

 

・来年以降も同じ行事にする際は、報告内

容や書式など重複する部分は活用いただけ

れば負担を軽減できると思いますが、上記

のような変更点の有無についての確認は注

意が必要だと感じました。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 

読みきかせ委員会 

読みきかせ委員長 

 

 5/30  合同行事委員会 

第 1 回読みきかせ委員会 

・委員長・副委員長の選出 

・活動内容の引き継ぎ 

・学年毎に 1 学期読みきかせスケジュ

ール作成 

 

【1 学期読みきかせ実施回数】 

 2 年生 2 回・3 年生 2 回・4 年生 2 回 

 5 年生 3 回・6 年生 2 回 

 （1 年生は 2 学期よりスタート） 

・1 年生保護者会にて読みきかせプレゼン

テーション実施 

・学年毎に 2 学期の読みきかせスケジュ

ール作成 

 

【2 学期読みきかせ実施回数】 

 1 年生 6 回・2 年生 7 回・3 年生 6 回 

4 年生 4 回・5 年生 9 回・6 年生 3 回 

・学年毎に 3 学期の読みきかせスケジュ

ール作成 

 

【3 学期読みきかせ実施回数】 

 1 年生 6 回・2 年生 4 回・3 年生 3 回 

4 年生 3 回・5 年生 2 回・6 年生 2 回 

 

【読みきかせお楽しみ会実施】 

 1 年生 12 月・2 年生 3 月・3 年生 3 月 

 4 年生 12 月 

 （お楽しみ会は各学年任意開催） 

 ※2、3年生はコロナウイルスの影響により中止 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・読みきかせ委員の経験者が数名いたこと

で、わからない事は、グループ LINE 上で

すぐに確認ができ、引き継ぎマニュアルも

あり、比較的スムーズに行えました。 

 

・各学年、読み手が集まらない苦労はあり

ますが、参加してくださる読み手の方や、

ぶっくぱぁくさんの強力なサポートで活動

できました。本当にありがとうございまし

た。 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・合同行事委員会後の 1 学期の読みきかせ

スケジュール作成は、日数が少なかったの

で、委員会時に学年毎の役割分担など学年

毎の連携をもっと密にするとよかったと思

いました。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 

推薦委員会 

推薦委員長 

 

 5/30 第 1 回推薦委員会 

    ・委員長、副委員長選出、前年度委員

長より引き継ぎ 

       ・グループメール、グループ LINE 作

成 

    ・推薦活動方針の話し合い 

    →今年度の推薦活動は、まず自己推薦

を募り、立候補がない場合は各クラ

スにて候補者を選定し互選会を開催

他者推薦は募らない 

     より多くの方に立候補いただけるよ

う、執行部や学級長の皆さまと連携

し、適任と思われる方にお声がけす

る活動などを早くから行う 

 9 月下旬 第 1 回配布お手紙の作成、副校長 

      先生、PTA 会長にチェック依頼 

10/ 1 「令和 2 年度 PTA 役員候補選出へのご

協力のお願い」お手紙を配布 

10/11 アンケート提出締め切り、回答回収 

10/23、25 アンケート回答回収 

10/26 アンケート回答集計 

    執行部と打ち合わせ 

10/26～11 月下旬 アンケート回答いただい 

    た方を中心に、執行部と連携し来年 

    度役員候補の選出 

11/16 執行部と打合せ 

    →校外副会長に欠員あり 

     執行部、推薦委員会で話し合った結 

    果、11 月末までを期限に追加募集 

11 月下旬 第 2 回配布お手紙（追加募集のお 

    手紙）の作成、副校長先生、PTA 会長 

 

 

≪活動を振り返って≫ 

・推薦委員会で集まる日や、大まかな選考

スケジュールは初回打ち合わせ時に決めて

おり、あとはメールや LINE でやりとりを

しながら活動しました。メンバーが皆協力

的で、役割分担などもスムーズだったため

助けられました。 

 

・初回募集に対して立候補 6 名、検討中 6

名から回答をいただいたが、希望役職に偏

りがあり特定の役職の選考が難航しまし

た。選考過程においては、他役職で検討い

ただくように依頼するなど心苦しい時もあ

ったが、皆さんの誠意ある応対に助けられ

選考を進めることができました。 

 

・追加募集を実施したことで立候補があ

り、互選会せずに全役職内定したのは良か

ったと思います。 

 

・推薦活動においては執行部や学級長との

連携が重要だと感じました。また、執行部

経験者や内定者から身近な方に声がけして

もらうことも有効だと思います。 

 

・自身もフルタイムで働いており、他メン

バーも仕事をしているが、円滑に活動を行

うことができました。 

 

希望役職以外の検討をお願いする電話や、

承諾いただけないことが続いた際には心理

的負担がありました。また、候補者の電話

番号確認に時間がかかったり、連絡がとれ
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

    にチェック依頼 

11/21 追加募集に関するお手紙を配布 

    立候補者の一部（中間協議がなかっ 

    た方）に内定通知書を配布 

11/27 1 名の方から連絡あり 

協議を経て内定 

11/31～12/1  追加募集締め切り 

執行部と協議し、互選会は実施しない

ことで決定 

12/24 内定者一覧を執行部へ提出 

    推薦活動終了 

 

ないといったことがあったので、初回のア

ンケート回答にて繋がりやすい連絡先や時

間帯を記入してもらうのがよいと思いまし

た。 

 

・活動にあたっては、前年度委員長や、執

行部の皆さんに質問や確認をしながら進め

ました。こちらも初回の委員会打合せや運

営委員会などで連絡先の交換をしておくと

よいと思います。 

 

 

学級長 

学級委員長 

  

4/27 調布市防災教育の日 公開講座出席 

 5/10  第 1 回学級長会 

       ・各クラス PTA 行事委員、お手伝い係 

    の決定 

    ・学級長内の担当決め 

    ・PTA 定期総会出席 

 6/ 1 運動会 会場内パトロール 

 6/ 6  花壇整備 

 6/15 第 2 回学級長会 

    第 1 回運営委員会出席 

    道徳地区公開講座出席 

 8/29  学校保健委員会出席 

 9/ 7 1 学期分学年費監査 

    卒業記念品選定（6 年） 

11/ 7 花壇整備・花植え 

11/16 第 3 回学級長会   

    第 2 回運営委員会出席 

12/12  保護者会にて卒業対策委員選出 

    (5 年、わかあゆ 5 年) 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・初めて学級長となる方が多くいました

が、数名の経験者の方もおり、委員内の風

通しが良く些細な事でも相談がしやすく、

助けられながら活動ができました。活動を

通し、先生方や他学年の方などとつながり

を持つ事ができ、学校の中の事をより理解

でき、有意義な 1 年を過ごす事ができまし

た。保護者の方々の多くの強力に感謝申し

上げます。 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・1 年を通して多くの意見が上がったの

は、PTA お手伝い割振りについてでした。 

依然と 3 役・実行委員・係を一度引き受け

ると、在校中の再任がない、と思われてお

り、「実行委員を引き受けられない」、「何

度もやらされている」等の声があがってい

ます。決定後も学級長の心労があったた

め、そのような慣例がない事を大々的に周

知していただきたいと思います。また希望
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 1/11 2 学期分学年費監査 

 2/ 8  第 4 回学級長会 

    第 3 回運営委員会出席 

 2 月～4 月 保護者会にて 3 役選出予定 

 3 月  3 学期分学年費監査予定 

 

調査票の記入にあたり、兄弟関係や役員

歴、どうしても引き受けられない理由など

を漏れずに記入をお願いしたい。書面に記

入するのが難しいようであれば、担任を通

して等事情を伝えてもらえると助かりま

す。 

 

・運営委員会において、活動報告を読み上

げるのではなく、議論の出来る場にしても

らいたいと思います。 

 

・年々積極的に PTA 活動へ参加してくださ

る方が減っており、委員と係の選出が困難

になってきている様に感じます。今後ポイ

ント制等を取る等、不公平感を少なくでき

る様に検討していく工夫があると良いと思

いました。 

・学級長→執行部への意見、要望を議案書

ではなく、学級長会での意見を吸い上げて

いただいたりできるとより良い意見も出る

かと思います。 

 

 

広報委員会 

広報委員長 

 

 5/10 広報・ベルマーク合同委員会 

    第 1 回広報委員会 

    教職員写真撮影 

 5/20 校長先生のインタビュー 

 6/ 1 運動会撮影 

 6/15 第 2 回広報委員会 

    校長先生のインタビュー・撮影 

 6/18 自転車教室撮影 

 7/12 1 号誌配本作業 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・この 1 年間、運動会の撮影や、インタビ

ューなど、本当に素晴らしい経験をさせて

いただき、広報委員の皆と協力し合って広

報誌を 2 号発行する事ができました。 

コミュニケーションが苦手なので、LINE や

電話のやりとりなど、とても苦労しまし

た。支えてくださった皆様には心から感謝

します。 

今年で最後の広報委員になりましたが、貴

重な体験をありがとうございました。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

    セーフティ教室撮影 

 9/ 2 読みきかせ会撮影 

10/18 図工の授業撮影 

10/20 地域運動会撮影 

10/25 エコフェスタ撮影 

10/27 紙ヒコーキ大会撮影 

10/30 あいさつ運動撮影 

11/ 7 学級長花壇整備撮影 

11/16 展覧会撮影 

 1/11 第 3 回広報委員会 

 2/ 8 2 号誌配本作業 

 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・レイアウトの作成、写真の加工、発行ま

でのスケジュール管理など、担当してくれ

たメンバーも大変なようでした。 

 

・2 号誌は、その辺はクリアできたと思い

ますが、撮影が多いほど、負担も多くなり

大変でした。 

 

 

 

ベルマーク委員会 

ベルマーク委員長 

 

 ［ベルマークだより発行］ 

    全 5 回 

 ［ベルマーク集計作業］ 

    全 3 回 

 6 月 第 1 回集計 2,370 枚  4,461 点 

 9 月 第 2 回集計  4,194 枚   13,281.9 点 

 2 月  第 3 回集計  3,733 枚    8,900 点 

 

 令和元年度合計 

 ベルマーク         10,297 枚 26,642.9点 

 インクカートリッジ  556 個 2,780 点 

 インクトナー       7 個  350 点 

 

 ［ベルマーク財団への送付］ 

    全 2 回（9 月、2 月） 

 ［アルミ缶・段ボールなどの業者回収］ 

    全 5 回 

 

 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・ベルマークの集計作業は、学期に 1 回の

年 3 回。発送は年 2 回行いました。 

集まる量からしても、集計は年 3 回で丁度

いいと思います。 

・昨年度同様、土曜授業日に集計をしたか

ったのですが、今年度は予定が合わず、一

度も行えませんでした。 

お仕事のある方は、都合をつけやすかった

ようなので、来年度は、またやってみても

いいと思います。 

 

・次年度は、目標品のテントの購入が可能

なので、学校と再度相談の上、手続きをお

願いします。 

 

・進級時に学級編成や使用教室が変わり、

各教室に設置しているベルマーク回収箱が

不明にならないよう 2 月の集計時に回収

し、新役員に引き継ぎ後に各教室に設置し

てください。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 

卒業対策委員会 

卒業対策委員長 

 

 1/15 卒対委員決め 

 2/ 9  顔合わせ 

 2/17  抽選結果発表 

 3/ 2  会場変更 グリーンホール小→ 

たづくり大会議場へ変更 

 4/15  執行部・前年度卒対委員より引き継ぎ 

    アンケート配布 

 4/24 アンケート回収 

 4/27  第 1 回卒対打ち合わせ 

・アンケート結果の確認、報告 

    開催日・開催場所の決定 

 5/ 9  体育館実施について確認及び相談 

 6/15 運営委員会にて活動報告 

 9/ 3  第 2 回卒対打ち合わせ 

       ・卒業アルバム、記念品、祝う会、卒

業アルバム代の入金方法について相談 

 9/24 卒業アルバム代の入金方法の回答 

10/28  卒業アルバム購入の確認・お知らせに

ついて 

11/ 2 第 3 回卒対打ち合わせ 

11/ 3  卒対活動費、学級活動費について学級

長さんと相談 

11/ 7  記念品の価格リサーチ 

11/ 3～15  卒対だより作成 

11/16 お便り印刷→配布 

11/27 学校より（6 年生のみ）一斉メール送

信 

12/15 記念品購入 

12/19 卒業アルバム代支払いについてお便り

を配布 

 1/26 第 4 回卒対打ち合わせ 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・今年度は 3 月が臨時休校になってしまっ

たことに伴い、3/5 に予定していた卒業を

祝う会が中止になってしまい、とても残念

でした。 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・祝う会が中止になってしまったので、計

画をしていた会の内容については何ともい

えませんが、間際になって色々と気付くこ

とがあり少しバタバタしたので、余裕を持

って計画を立てることをおすすめします。 

 

・お手紙がきちんと行き渡っているかが不

安だったので、学校から一斉メール（6 年

生のみ）の配信をお願いしました。 

そのお陰か、アルバム・記念品購入希望調

査書の回収が思ったよりもスムーズでし

た。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

    ・記念品の確認、祝う会の当日のスケ 

  ジュール、催し物、お便り（最終号 

    について 

 1/30 先生方の出し物について相談 

       →今回は挨拶のみに決定 

 2/ 3 確認事項について学校側からの回答 

 2/ 8  催し物に使用できる備品の確認 

 2/13 催し物のリハーサル（体育館利用） 

 2/16 お便り作成、紙皿リレー児童振り分け 

 2/19 お便り印刷→配布（2/20） 

    先生方へ渡す花束について 

 2/26 新型コロナウイルスの影響により卒対

にて祝う会中止の決定 

 3/25 卒業式 

    ・記念品受け渡し 

     ・先生方へ記念品贈呈 

    ・体育館での卒業記念写真撮影前、先

生方へ花束（卒対費・学級費より）、

手作りメダル、記念品を子どもたちか

ら渡しました。 

 

≪収入≫ 

記念品代 40,800 

（600 円×購入者 68 名） 

合計 40,800 

≪支出≫ 

記念品購入 39,050 

（550 円×6 年生担任を含む 71 名） 

花代 1,650 

（550 円×3 名分） 

雑費（コピー等） 100 

合計 40,800 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 

校外委員会 

校外委員長 

 

5/26 第 1 回校外委員会 

・1 年間の活動について 

 5 月中旬 開放委員会・健全委員会・地区協

議会の総会にそれぞれ出席 

 5/20 夏の行事委員打合せの司会 

 5 月末 全家庭に地区班当番表を配布 

 6/10 調布市に防犯カメラ設置要望を提出 

 6/19 「こどもの家」説明会に出席 

 6/27 地域住民盆踊り大会実行委員会 

 7/20 P 連に施設改善・環境整備要望書を 

提出 

 8/28～8/30 地区班登校・旗振り 

 9/ 8 第 2 回校外委員会 

（こどもの家、地域運動会） 

 9 月中旬 こどもの家登録者を訪問し 

更新意思を確認 

 9/19 地域住民大運動会実行委員会 

 9/20 運動会チケット申込書を印刷配布 

10/ 6 運動会チケットを地区班で割り当て 

10/15 運動会チケットを近隣住民に配布 

10/20 地域住民大運動会 

（準備・指示・片付け） 

10 月末 運動会アンケート集計 

12/ 7 校庭清掃 

12 月中旬 第 3 回校外委員会にかえて 

（お知らせ）印刷配布 

 1/8～1/10 地区班登校・旗振り 

 1 月末 新 1 年生向け校外委員会だよりを 

作成 

 2 月中 新班長の選出に向け班長を補助 

 3/ 8 第 3 回校外委員会 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・八雲台小学校の校外活動は、保護者の皆

様による通年パトロールや保護者の見守り

で成り立っています。活動内容が見えにく

い部分もありますが、普段は知り合うこと

のない地域で活動する団体の方々と話し合

い、活動できたことで、学校・保護者・地

域の架け橋となっていることを実感し、得

がたい経験となりました。 

 

・校外は関わる人や組織がほかと比べて圧

倒的に多く、活動内容も幅が広いため把握

するのが難しいところもありますが、地域

の方々と関わることで、学校は先生方・子

ども・保護者だけの場でないことがよくわ

かりました。 

 

・今年度は盆踊り大会が台風で、さくらま

つりがコロナウイルスによる影響で中止に

なったのがとても残念でした。 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・校外委員長、地区班長の作業量が多いた

め、なんとか減らせないかと奮闘した 1 年

間でした。 

班長による家庭訪問の中止、こどもの家の

登録者訪問を隔年にするなど、ある程度の

軽減はできましたが、もう少し出来たので

はないかと思っています。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

（新 1 年生地区班割振り） 

→コロナウイルスの影響により中止 

 4/12 地区班長引き継ぎ 

 4/19 校外委員（開放・健全）引き継ぎ 

 

 

健全育成八雲地区推進委員会 

健全育成八雲地区推進委員 

 

 4/21 校外委員会 新旧引き継ぎ 

 4/24  定例会 

 5/22 定例会 

 6/26 定例会 

 7/22～ ソフトボール大会 練習手伝い 

 7/24 定例会 

 7/26、27 盆踊り大会（焼きそば出店手伝

い）→台風のため中止 

 8/18 ソフトボール大会 

 9/25 定例会 

10/17 地域住民大運動会 景品袋詰め作業 

10/20 地域住民大運動会 景品受け渡し 

10/23 定例会 

10/27 紙ヒコーキ大会 

11/10 児童館まつり やきそば出店お手伝い 

11/27 定例会 

12/ 7  校庭清掃 

 2/26 定例会 

 3/29  さくらまつり 

（コロナウイルスの影響により中止） 

 4 月下旬 定例会、総会 

 

 

 

 

 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・夜間の集まりや、夏休み中の早朝手伝い

など、負担はありましたが、他の方々のお

気遣いや協力もあり、やりとげられまし

た。 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・現役の保護者として意見できる場があ

り、良かったです。 

長年、地域の方々が子どもたちのためにし

てくださっていた事など全く知らなかった

ので、この 1 年はとても良い経験になりま

した。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 

学校開放運営委員会 

学校開放運営委員 

 

 4/21 校外委員、担当分け及び引き継ぎ 

 5/ 8 開放運営委員会総会出席 

 6/ 7 開放運営委員会出席 

 6/11 「開放プールお手伝いの方へ予定調査

のお願い」作成・配布 

 6/27 地域住民盆踊り大会実行委員会出席 

 7/ 3 「開放プールお手伝い担当決定のお知

らせ」作成・配布 

 7 月初旬 開放プール当番表 

運営マニュアル配布 

 8/27 開放運営委員会出席 

 9/19 地域運動会実行委員会出席 

10/21 地域運動会準備及び放送係・受付係 

    接待係 

10/24 第 1 回ドッヂビー実行委員会 

11/16 「ドッヂビー大会参加者募集」作成・

配布 

11/21 第 2 回ドッヂビー実行委員会 

12/ 7 八雲台小校内清掃参加 

 1/18 午前 10～12 時、ドッヂビー全体練習

運営・手伝い 

 1/23 第 3 回ドッヂビー実行委員会出席 

 1/25 午前 10～12 時、ドッヂビー全体練習

運営・手伝い 

 2/ 1 午前 10～12 時、ドッヂビー全体練習

運営・手伝い 

 2/ 4 ドッヂビー大会のお知らせ作成・配布 

 2/11 調布市ドッヂビー大会  

    運営手伝い、参加引率等 

 2/12 開放運営委員会出席 

 3/11 さくらまつり実行委員会出席 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・開放運営委員会では、今年度も地域の皆

さんと一緒になって、活動をもりあげるこ

とができました。盆踊り大会は台風により

中止になりましたが、その他の活動ではお

互いに分担して補い合いながら活動を楽し

むことができました。 

 

・PTA の開放委員が主体となって参加する

調布市ドッヂビー大会、今年は約 900 人の

児童が武蔵の森アリーナに集まり開催され

ました（当日は 27 名参加）。 

校内からは 1 年生から 5 年生までの計 28

人の申し込みがあり、高学年・低学年それ

ぞれでチームを作ることができました。 

 

・子どもたちは練習から積極的に参加して

くれました。また保護者のみなさまにも練

習の見守り、当日の送迎や試合の引率など

協力をいただきました。当日も子どもたち

は全力で試合に臨みました。良い思い出が

できたのでは、と思っています。 

 

・開放委員が動いてドッヂビーチームを作

り、具体的な活動を行うのが昨年からとい

うことで、マニュアルが少なく、整備が必

要な部分も多々ありましたが、地域の開放

委員のみなさま、学校、執行部にもご協力

をいただきながら一丸となって改善改良が

進められました。子どもたちをみんなで育

て見守るということを実感できるとてもよ

い機会になりました。 
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 3/29 さくらまつり 準備、放送係、 

後片づけ 

（3 月はコロナウイルスの影響により中止） 

・参加した子どもや保護者の方からも来年

も頑張りたい、次はたくさん勝ちたいとの

お言葉もいただいています。今後もより良

いチーム運営ができるよう工夫を重ねてい

くことで、更なる発展もできるのではと感

じています。 

 

・メンバーに恵まれ、雰囲気よく運営をす

ることができたので、業務量が多くても楽

しく進めることができました。 

・開放運営委員会は、地域の皆さんとの助

け合いを実感できる数少ない場でもありま

す。次年度も、たくさんの方々が関わって

くださればと思います。1 年間ありがとう

ございました。 

 

≪反省及び留意事項≫ 

・業務量の負担軽減は今後の課題かと思わ

れます。 

 

 

読みきかせ同好会 ぶっくぱぁく 

ぶっくぱぁく委員 

 

 5/30 合同行事委員会 

読みきかせ委員会に出席 

 6/14～ 第 1 回図書室おはなし会開催 

    （1 学期中に 4 回開催） 

 6/15 読みきかせ選書会開催 

 6/28～ ＜1 学期の読み手派遣＞ 

    4 年生→1 回・5 年生→1 回 

6 年生→1 回 

 7/ 5 1 年生保護者会にて保護者向けの 

プレゼンテーション 

 7/12 第 1 回交流会開催 

 

 

≪活動を通じての感想≫ 

・今年度も読みきかせ委員さんと連携を

し、派遣要請に応じてクラスごとの読みき

かせや、お楽しみ会の開催のご協力をさせ

ていただきました。 

 

・子どもたちもとてもよく聞いてくれて、

いろいろな反応があるのがとても楽しかっ

たです。今後も本に触れる機会をより大切

にしていきたいと思います。 

 

・昨年度の交流会へ参加するにはハードル

が高い保護者がいらっしゃるのではないか
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各委員会活動および事業報告 反省および留意事項 

 9/ 7 読みきかせ選書会 

 9/20 1 年生の読みきかせ見学会及び 

    保護者への説明会 

 9/30 第 2 回交流会開催 

10/ 1～ ＜2 学期の読み手派遣＞ 

    1 年生→2 回・2 年生→3 回 

    3 年生→1 回・4 年生→3 回 

    5 年生→5 回・6 年生→1 回 

    わかあゆ→2 回 

10/ 4～ 第 5 回図書室おはなし会開催 

    （2 学期中 5 回開催）  

12/10 1 年生読みきかせお楽しみ会合同開催 

12/12 4 年生読みきかせお楽しみ会参加 

12/16 第 3 回交流会開催 

 1/11 読みきかせ選書会 

 1/17～ ＜3 学期の読み手派遣＞ 

    1 年生→2 回・2 年生→1 回 

    5 年生→2 回・6 年生→2 回 

 1/31～ 第 10 回図書室おはなし会開催 

    （3 学期中 4 回開催） 

 3/ 5 3 年生読みきかせお楽しみ会参加 

 3/ 6 2 年生読みきかせお楽しみ会開催 

 3/13 第 4 回交流会開催 

（3月は全てコロナウイルスの影響により中止） 

 

※その他読みきかせお楽しみ会等の準備のた

め、2・3 学期中に数回の活動日がありまし

た。 

≪収支≫ 

同好会予算 1,000 

活動費 1,000 

残高 0 

 

 

と、学校がある土曜日に読みきかせ選書会

と称して、お勧めの本選びのための会を開

催いたしました。まだ周知が足りず、参加

者を増やすことが難しかったため、来年度

は周知していただくための工夫をしてまい

りたいと思います。 

1 年間ありがとうございました。 

 

≪次年度に生かしてほしいこと≫ 

・ぶっくぱぁくは、経験者が在籍している

ため、初めての参加者でも安心して活動で

きます。新しいメンバーを通年募集してい

ます。 

まずは交流会にお気軽にご参加ください。 
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2019 年度 調布市公立学校 PTA連合会 報告 

月/日 活動内容 場所 

 5/ 2 

 5/17 

 〃 

 新旧理事会 

 代議員会 

 懇親会 

 たづくり 

 グリーンホール 

 グリーンホール 

 6/11 

  6/27 

 第 1 回ブロック会議 

 第 1 回理事会 

 第一小学校 

 たづくり 

  7/15  小学校親善ソフトボール大会 親睦大会予選  予選：各小学校 

  9/ 8 

  9/23 

 卓球大会 

 バドミントン大会 

 布田小学校 

 総合体育館 

 10/ 4 

 10/11 

 第三中学校 60 周年 

 第五中学校 50 周年 

 第三中学校 

 第五中学校 

 11/ 1 

 11/ 7 

 11/10 

 11/12 

 11/15 

 国領小学校 40 周年 

 第 2 回ブロック会議 

 小学校親善ソフトボール大会 親睦大会決勝 

 上ノ原小学校 70 周年 

 調和小学校 20 周年 

 国領小学校 

 第一小学校 

 決勝：基地跡グラウンド 

 上ノ原小学校 

 調和小学校 

 12/ 2 

 12/12 

 第 2 回理事会 

 PTA 連合会教育懇談会 

 あくろす 

 たづくり 

  2/ 5 

  2/27 

 第 3 回ブロック会議 

 第 3 回理事会 

（コロナウイルスの影響により中止） 

 第一小学校 

 たづくり 

 

環境整備、施設改善要望書を提出 

環境整備 

 三鷹通り沿いで八雲台小西側に面した横断歩道周辺の歩道（調布ヶ丘 2丁

目 16藤嶋商店前）が非常に狭いため、ガードレールの設置を希望。 

 三鷹通り沿いで、布田駅前交差点の常性寺周りの歩道にあるポールをガー

ドレールにしてほしい。 

施設改善 

 八雲台小体育館のコートラインの引き直し。 

 

 

 


