ＰＴＡ会員のみなさま
令和４年 3 月 1１日
調布市立八雲台小学校ＰＴＡ
会長 小山仁美
３学期

今年度最後の PTA だよりとなりますが、各委員の活動報告をさせて頂きます。
各委員会の活動報告等詳細は、八雲台小ＨＰにて公開いたしますのでご覧ください。
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【会長挨拶】
昨年度に引き続き、新型コロナウィルスの影響で、学校生活・PTA 活動共に大幅な変更を余儀なく
された１年でした。PTA の活動も状況に応じて可否を判断をせざるを得ないシーンが多く、皆さまに
は大変ご心配をおかけいたしました。
合理化を進めてきた１年で、来年度に向けて次の役員候補の方々と準備を進めております。この状
況が早く解消され、平穏な日々が取り戻せるよう心から願っております。全ての会員の皆さまに、心
より感謝を申し上げます。1 年間ありがとうございました。

【校長先生挨拶】
今年度も感染症対策を講じての１年間になりました。学校行事や学校公開等の延期や中止が続く中で
したが、ご理解ご協力に感謝いたします。このような状況の中にも様々な工夫をしてＰＴＡ活動を継続
してくださったことにも感謝いたします。しかし、いろいろな制約があったからこそ、本当に必要な活
動を厳選できたメリットもあったことと思います。改めて『子どもたちのために』というＰＴＡの皆様
の熱い思いを感じた１年間でした。
教育活動においても、児童用タブレットの導入により、授業スタイルや保護者会の持ち方が変化して
きました。学級閉鎖中であっても授業が進められるというのは、私の担任時代から考えると画期的なこ
とでした。タブレットを通しての授業をすることで、対面での授業の有効性・必要性を再認識し、授業
展開の工夫にもつながりました。まだまだ改善すべきことはたくさんありますが、より教育効果があが

る方法を、試行錯誤しながら検討してまいります。これからも、学校・保護者・地域が一丸となって八
雲台小の子どもたちが心身共に健康に成長していけるように協力していきましょう。

＊＊＊各委員活動報告＊＊＊
【会計】
・9 月
PTA 会室 PC 購入 104,030 円（2014 年購入 PC、Windows７故障のため）
・10 月
卒業生記念品手配
・12 月
臨時書面運営委員会にて審議（来年度会費納入方法変更について）
・1 月
臨時書面総会にて審議（同上）
・2 月
新入生入学記念品準備
・2～3 月 来年度予算案、今年度決算報告書作成準備
【校内副会長活動報告（令和３年 10 月～令和４年 2 月）
】
・10/7（木） 執行部打合せ
・10 月下旬 令和４年度卒業対策委員選出に向けた諸調整（５年生学級長と調整）
・10/26（火）活動に立ち合い参加
（地区協・地域コーディネーター・児童・学級長会との協働作業）
・ 11/27（土）野川クリーン作戦→参加見送り（コロナ禍を考慮し、係を募集せず）
・12/1（水）～12/12（日）臨時運営委員会（書面審議）開催 （会費納入方法の変更）
・12/14（火）令和４年度卒業対策委員顔合わせへの立ち合い
・1/12（水）令和 4 年度役員・会計監査内定者と現役員・会計監査の顔合わせ
・1/12（水）執行部打合せ
・2/7（月）役員会中止
・2/7（月）執行部打合せ
・2/22（火）第？回学級長会→書面開催（3 月実施予定）に変更
第？回運営委員会→書面開催（3 月実施予定）に変更
・10 月～12 月:消毒ボランティアのシフト調整＆案内配信（令和 4 年 1 月分より募集中止）
〈今後の予定〉
・3 月 学級長会（書面開催）
・3 月 運営委員会（書面開催）
・3 月～5 月 引継ぎ
・4 月 学級長・校外委員選出
・4～5 月 総会準備
【書記】
・令和４年 3 月中旬
ＰＴＡだより No.2 作成、ホームページ掲載
・3 月下旬 ～ ＰＴＡ総会資料準備、作成
新年度委員決めの資料作成
【卒業対策委員会】
・11/12(金) 卒対打ち合わせ
・11/18(木) 卒対だより№２配付

・12/10(金) 卒対打ち合わせ（卒業を祝う会について。神原先生・久我先生と)
・令和４年 1/18(火) コロナウイルス感染拡大の影響により、卒業を祝う会中止決定(1/26 学校安
全安心メールで保護者に周知)
・1/31(月) 卒業アルバム代金振込み〆切（未払い者の確認）
・2/22(火) 卒業アルバム代金、購入者全員の振込み確認終了
【読み聞かせ委員会】
・12／7・10 3 学期の読み聞かせ活動に向けてぶっくぱぁくと打ち合わせ
打ち合わせ後学年毎に 3 学期のスケジュール作成開始
（学年主任への日程確認・募集だより作成・スクールサポートスタッフへの印刷、配布の依頼・回収
後シフト表の作成）
・1 月中旬より読み聞かせ開始の予定でしたが新型コロナウイルスの影響により中止
・3 月中旬 ファイル・読み聞かせノートの返却予定
【推薦委員会】
・10/1 役員選出のアンケート印刷、配布
・10/12 アンケート締切
・10/14 アンケート回収 1 回目
・10/18 アンケート回収 2 回目
〈結果:立候補 0 検討中８名〉
・10/19 安心安全メールにて提出のお願い
・10/25 アンケート回収 3 回目
・10/25 推薦委員会 2 回目（PTA 室）
検討中８名へ電話をかけ、執行部に経過報告し、興味のある役職についてより詳しい内容を執行部から
説明して頂く。
〈結果:執行部役員 7 名決定〉
校内副会長、校外副会長の各 1 名が再募集となる。
・11 月上旬 2 回目役員選出のアンケート作成
・11/11 アンケート印刷、配布
・11/11 推薦係（学級長）へ経過報告
・11/16 安心安全メールにて提出のお願い
・11/19 アンケート締切
・11/22 アンケート回収
〈結果:立候補 1 名 検討中 3 名〉
・11/22 立候補 1 名、検討中 3 名へ電話をかけ、執行部に経過報告し、興味のある役職についてより詳
しい内容を執行部から説明して頂く。
・11/23 校内副会長、校外副会長が決定〈結果:執行部役員 9 名全て内定〉
・11/23 推薦委員長→推薦係→学級長へ互選会なしの連絡（LINE）
・11/24 副校長先生へ互選会なしのご報告
・11/29 推薦委員会 3 回目（PTA 室）内定者宛に書類を印刷、配布
本年度の推薦活動についての反省と課題について話し合う（会長同席）

【ベルマーク委員会】
・6/3

第１回ベルマーク委員会
正副委員長選出、前年度委員長より引継ぎ、次回日程調整
・6/15 ベルマークだより No.1 を配布
・7/13 第 1 回ベルマーク集計作業（ＰＴＡ室では密になる為、第 2 音楽室にて作業）
集計結果：ベルマーク 11510 枚、23962 点/インクカートリッジ 423 個、2115 点/インクトナー
5 個、250 点
※第 2 回ベルマークだよりの配布（8 月末）及び第 2 回ベルマーク集計作業（9/21）はコロナの状況
悪化により延期
・９/２１（火） 第 2 回が延期の為、前回集計分のベルマークの確認と発送（委員長・副委員長）
・９/２８（火） PTA 委員会活動等 ZOOM 相談会（委員長のみ参加）
・12 月～1 月 次回ベルマーク集計日を 2/8 に決定。→直前に再びコロナの状況悪化により中止。
ベルマークだよりを HP 掲載
・２/８（火） ベルマーク回収箱を各クラスから撤去。入っていたベルマーク等を仕分け（委員長・副委
員長）
。
＜その他＞
・今年度の合計 27,652 点（1 点＝1 円） ベルマーク預金残高 184,669 円
・前年度まで目標品としていた運動会用テントの購入可能金額に達しましたが、コロナで状況が変わった
為、学校側にご相談し、次年度以降に購入品の再検討をしていただくことになりました。
【学級長会】
・1０/２６（火） 花壇整備
・１２/１（水） 臨時書面運営委員会(PTA 会費の徴収方法について; 学級長対象オンラインアンケート)
・１２/１０（金） 保護者会で卒対委員の選出(5 年生のみ)
＜今後の予定＞
３月初旬 第３回学級長会中止のため、執行部より資料配付およびオンラインアンケートを実施予定
未定
第２回運営委員会中止のため、書面審議を実施予定
未定
学年費・卒対費の監査(実施の有無未定)
未定
対面保護者会中止のため、学級長＆校外委員選出は Google アンケートで募集予定
【ぶっくぱあく】
・読みきかせ委員との打ち合わせ PTA 室にて開催
12/7
12/10
・図書室おはなし会（お昼休み） 図書室にて開催
11/26 12/10 12/17
・ぶっくぱぁく交流会 PTA 室にて開催
12/13
・お昼の読みきかせ放送（給食時） 放送室にて開催
2/4 2/18
3/11 3/18
【今後の活動予定】
・6 年生への読みきかせ（録音）

【副校長先生挨拶】
できる限り毎日、全ての教室を回るように心がけてきました。職員室でパソコンに向かって事務仕事
をしていることが苦手だから、という理由もありますが、何より子どもたちの頑張っている姿を自分の
目で見て、一人一人の成長に気付けることが、この仕事の一番のやりがいだと感じているからです。二
年目ともなると、少しは子どもたちも私のことを覚えてくれて、休み時間には「副ちゃん、今日は遊べ
る？」と誘いに来てくれるようになりました。
昨年度と同様、今年度も感染症対策に追われ続けた一年でした。そんな中、私たち教職員は、どれ
だけ子どもたちの明るさと頑張りに救われ、励まされたことでしょう。
その子どもたちの学校生活を昔から支えてきたのが、PTA 活動です。多様な価値観が存在する今、
PTA 活動に対する考え方も大きく変化してきました。時代の流れに沿って、今後もその形態は変化し続
けなければなりません。その時の大切な基準は、
「子どもたちのために、大人である私たちに何ができる
か」ということだと思います。皆さんのご協力に感謝するとともに、今後も PTA の在り方を一緒に考
えていきたいと思います。

